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目的�▶
日本のODAは、これまで180を超える国と地域に対し実施され、日本の国際社会に対する貢献の重要な柱の一つになっ

ています。その一方で、ODAはその実施現場のほとんどが開発途上国であるために、事業の実態や成果、これに携わる関
係者の姿が、一般の方々には見えにくいという面があります。国民の皆様からは、日本の援助は支援を受ける国にとって本
当に役に立っているのだろうか、援助が感謝されているのか、日本の経済状態がよくない中で海外に援助する必要があるの
か、という声も聞かれます。

そこでJICAでは、日本のODAを支えている国民の皆様に、ご自身の目で海外の国際協力の現場を直接視察していただき、
その様子をご意見やご感想として報告いただく、国際協力レポーター事業を2011年度から実施しています。

事業概要�▶
2014年度は、エチオピアと東ティモールを訪問国とし、全国各地から募集した計19名の発信力のある方々を「国際協力

レポーター」として派遣しました。視察プログラムには、国際協力事業関係者との意見交換や現地の方々との交流を組み込
み、一方的な視察に留まらないプログラムにいたしました。
「国際協力レポーター」の皆さんには、帰国後、現地滞在を通じて「感じたこと」や「考えたこと」等を広く発信してい

ただくことを目的に、ホームページに海外派遣報告書を掲載する他、国内各地で開催される国際協力イベント等への登壇協
力を得ています。

応募資格�▶
2014年度については、以下の条件に基づいて全国各地から応募いただいた約765名の方を対象に、国際協力クイズの解

答、「応募動機・帰国後のレポート活動計画書」の審査を行った後、最終的に抽選で国際協力レポーターの方を選びました。
１．日本に在住し、日本国籍を有する満18才以上の健康な方（2014年４月１日現在）
２．「国際協力レポーター」事業の趣旨・目的を十分ご理解のうえ、事業運営にご協力いただける方
３． 健康上支障がなく、開発途上国における国際協力事業現場視察の全日程に参加でき、事前説明会と4.の帰国報告活動

に参加できる方。
４． 帰国後、国内各地で開催される国際協力関連行事（例えばグローバルフェスタJAPANのような国際協力関連イベン

ト等）のステージに登壇して、派遣国での体験や見聞を広報していただく等、積極的に報告していただける方。

※以下に該当する方は応募をご遠慮いただきました。
　 過去にODA民間モニターに参加された方。JICAボランティア、JICA専門家、JICA教師海外研修、JBIC円借款パートナー

シップセミナー、JICAパートナーシップセミナー等により派遣された経験のある方、及び在外公館・JICA在外事務所勤
務経験のある方など、過去にODA関連の公職、その他政府関連のODA事業に携わったことのある方。

※ 2013年に実施された「グローバル教育コンクール2013」の独立行政法人国際協力機構理事長賞受賞者２名は副賞とし
てそれぞれエチオピア・東ティモールへの視察に参加しました。

国際協力レポーター2014とは
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エチオピア派遣�▶
井口　久美子 奈良県 心理士
板野　光司 岡山県 学生
今村　健司 東京都 会社員
久保　雅義 新潟県 教員
進藤　千枝 宮城県 教員
塚田　好美 千葉県 公務員
冨田　すみれ子 大阪府 学生
中村　明夫 東京都 会社員
橋本　佳澄 兵庫県 会社員
三谷　剛 東京都 会社員
金子　卓渡※ 千葉県 学生

※グローバル教育コンクール2013「写真」部門JICA理事長賞受賞者

東ティモール派遣�▶
大浦　正人 富山県 団体職員
太田原　奈都乃 埼玉県 学生
川辺　絵梨 東京都 会社員
木村　みゆき 千葉県 団体ボランティアスタッフ
後藤　恵美 福岡県 教員
塩澄　志麻 福岡県 公務員
武田　義久 長崎県 会社員
田中　香織 佐賀県 会社員
藤島　誠人 岡山県 学生
藤岡　裕巳※ 宮崎県 教員

※ グローバル教育コンクール2013「グローバル教育取り組み」部門JICA理事長賞受賞者

国際協力レポーター2014参加者
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（１）正式名称 （和文）エチオピア連邦民主共和国
（英文） Federal Democratic Republic of 

Ethiopia
（２）政体 連邦共和制
（３）首都 アジスアベバ
（４）面積 109.7万平方キロメートル（日本の約３倍）
（５）人口 人口増加率2.61％（2013年：世銀）
（６）民族  オロモ族、アムハラ族、ティグライ族等約80の

民族
（７）言語 アムハラ語、英語
（８）宗教 キリスト教、イスラム教他
（９）略史  1930年に即位した皇帝ハイレ・セラシエ１世が、エチオピア初の憲法を制定。1936年からムッソリー

ニ政権下のイタリアに占領されるも、東アフリカ戦線を経て1941年に独立。1962年エリトリア地方を
併合し、1970年代の王政廃止、社会主義国家建設宣言、臨時軍事行政評議会（メンギスツ議長）設立の後、
内戦を経て1987年にエチオピア人民民主共和国が樹立。1993に再びエリトリアがエチオピアから分離・
独立し、国境における紛争が数年続くが、2000年に包括的和平合意が成立。2012年にはハイレマリア
ム副首相兼外相が首相に就任し、翌2013年にはムラトゥ大統領が就任。

（10）政治  1974年に軍事革命により帝政が廃止され、社会主義政権が発足。1995年に第１回国会選挙が行われ、
以降５年毎に国会選挙が実施されている。

（11）気候  地域により時期は異なるが中央部では乾期が10～３月に、大雨期が６～９月、小雨期が３～５月にかけ
てある。東部から南部は海抜1000m以下だが、その他は海抜1500m以上で、平均気温は20～25℃と高
地のため涼しい。

（12）通貨 ブル（BIRR）　１ドル＝20.2470ブル（2014年）

派遣国基礎情報（エチオピア）
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月日 曜日 時間 内容 場所

１日目 ８月31日 日 成田→ドバイ

２日目 ９月１日 月 午前 ドバイ→アジスアベバ アジスアベバ

午後 【ブリーフィング】JICAエチオピア事務所

３日目 ９月２日 火 午前 【表敬】日本大使館 アジスアベバ

午後 【技プロ】品質・生産性向上（カイゼン）
普及能力開発プロジェクト

４日目 ９月３日 水 午前 【無償】国道一号線アワシュ橋架け替え計画 アワシュ・ナザ
レ

午後 【青年海外協力隊】体育隊員活動視察

５日目 ９月４日 木 午前 【技プロ】農民研究グループを通じた
適正技術開発・普及プロジェクト

アダマ・アジス
アベバ

午後 【シニア海外ボランティア】
アジスアベバ市上下水道局配属シニア海外
ボランティア活動視察

６日目 ９月５日 金 午前 【青年海外協力隊】エチオピア観光通商公社
配属隊員活動視察

アジスアベバ

午後 【NGO】アフリカ理解プロジェクト（CEHP）
の活動・製品視察

【報告】JICAエチオピア事務所

７日目 ９月６日 土 午前 トリニティチャーチ見学 アジスアベバ

午後 アジスアベバ→ドバイ

８日目 ９月７日 日 ドバイ→成田

視察日程

技プロ：技術協力プロジェクト（実施機関：JICA）
無　償：無償資金協力（JICA）
有　償：有償資金協力（JICA）
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◆【技術協力プロジェクト】　品質・生産性向上（カイゼン）�
　普及能力開発プロジェクト

■協 力 期 間：2011年11月15日～2014年11月14日
■協 力 金 額：5.6億円
■開 発 課 題：民間セクター開発
■対 象 地 域：エチオピア全土
■相手国機関：工業省　エチオピアカイゼン機構
■事 業 内 容： 日本式の品質・生産性向上の理念・手法として、5S（整理・整頓・清掃・

清潔・躾）を含む「カイゼン」の導入を支援することにより、民間セクター
の開発、特に成長の停滞している製造業の品質・生産性の向上による競争
力を強化する。

◆【無償資金協力】　国道一号線アワシュ橋架け替え計画
■協 力 期 間： 2011年３月～2015年１月を予定（計36ヶ月。詳細設計、入札期間を含む）
■協 力 金 額：12.45億円
■開 発 課 題：インフラ開発
■対 象 地 域：アファール州アワシュ
■相手国機関：エチオピア道路公社
■事 業 内 容： エチオピア輸出入の90％を担う国際回廊であるアワシュ橋の橋架け替え

により、同国総人口8,282万人への裨益が推定される。

◆【青年海外協力隊】　体育隊員活動視察
■協力期間：2013年７月２日～2015年７月１日
■対象地域：オロミア州マルカサ市
■活▶動▶先：アワシュ・マルカサ高校
■職　　種：体育
■活動内容： 体育の授業を担当し、現地で調達できる材料を利用した教材の製作や、実技

授業の工夫について協力する。

◆【技術協力プロジェクト】　農民研究グループを通じた�
　適正技術開発・普及プロジェクト

■協 力 期 間：2010年３月31日～2015年３月30日
■協 力 金 額：5.6億円
■開 発 課 題：農業
■対 象 地 域：エチオピア全土
■相手国機関：エチオピア農業研究機構
■事 業 内 容： 伝統的な技術に依存しているため生産性が低く、食料生産と供給が安定し

ていないエチオピアの農業を改善するため、エチオピア農業研究システム
において、農民研究グループ（FRG）アプローチが定着することを目標と
する。

エチオピア視察先情報
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◆【シニア海外ボランティア】　（a）水道施設計画シニア海外ボランティア�
　（b）電気施設設計シニア海外ボランティア活動視察

■協力期間： （a）2013年１月８日～2015年１月７日
（b）2013年１月８日～2015年１月７日

■対象地域：アジスアベバ市
■活▶動▶先：アジスアベバ市上下水道局
■職種（指導科目）：（a）上下水道（水道施設計画）　（b）上下水道（電気施設設計）
■活動内容： （a） 無収水率の改善について事業への助言を行い、同局に派遣されている他

のボランティアと協力して課題解決にあたる。
　　　　　　 （b） 上水道の管理システムの導入・整備に係る技術的な指導や助言や、既存

の電気制御設備の改善についての取り組みも行う。

◆【青年海外協力隊】　（a）デザイン隊員　（b）経済・市場調査隊員活動視察
■協力期間： （a）2013年１月８日～2015年１月７日

（b）2013年７月２日～2015年７月１日
■対象地域：アジスアベバ市
■活▶動▶先：エチオピア観光通商公社
■職　　種：（a）デザイン　（b）経済・市場調査
■活動内容：（a） 既存製品の質の向上、新製品の開発、市場ニーズに合う新しいデザイン

の提案などを行い、販売促進強化を目指す。
　　　　　　（b） 民芸品・家具などを扱うハンディクラフト部門において、エチオピア独

自のデザインを活かした商品の市場調査、市場開拓、販売促進へのアド
バイスや顧客ニーズの収集、分析、提案、商品開発等を行う。

◆【NGO】　アフリカ理解プロジェクト（CEHP）�の活動・製品視察
■活動内容： アフリカへの理解を通じて、グローバルな視野を持つ地球市民を育成するこ

とを目標にするNGO。エチオピアのハンドメイド製品の品質やパッケージ
の改善、新商品の開発などで生産者の所得向上を支援している。

エチオピア視察先情報
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●行ってみないとわからない
以前から細々と個人的に途上国の支援をしていた私は、JICAの活動に関心があった。国際交流セミナーで偶然手にした

一枚の「国際協力レポーター募集」のチラシを見て、「百聞は一見に如かず」と手を挙げた。一般的にイメージされている
アフリカは貧困、干ばつ、治安が悪い、暑いなどマイナス点が多く聞かれる。が、本当なのか？その疑問がぬぐえず、真っ
白な視点で出国した。降り立ったエチオピアは涼しく、空港付近は都市化され、今まで周囲から聞いていたエチオピアのイ
メージが吹き飛んだのである。
●本当の国際協力を考えるチャンス到来

国際協力レポーターとして派遣される前からJICAについては少しは理解していたつもりでいた。国内が大変な時に海外
支援どころではないだろう、まず自分の国へ税金を使うべし、との声もあると聞いたことがある。しかし私は、国内支援と
海外支援を混同した意見には賛同できない。かつては日本も支援される側だった。足りない部分をお互いに助け合い共に高
め合えるのが自立した国ではないだろうか？と思っていた。今回、「行かずして語れず、行動あるのみ」を実践できること
になったのだ。私は、相手のことを思うなら魚を釣って与えるのではなく、魚の釣り方を教え、やって見せ伝えていくこと
が本当の自立につながることだと考えていたので、歴史や文化の全く違う国で、日本の支援がどういう形で行われているの
か、その国にとって本当の自立につながる手法なのかを見るチャンス到来にワクワクしていた。
●行って、見て感じた国際協力活動の場

視察第一ヶ所目は「エチオピアカイゼン機構」。カイゼンプロジェクト副総括に「カイゼン」は今や日本だけの手法では
なく、世界の生産手法の源であるとお聞きした。「5S」（整理、整頓、清潔、清掃、躾）、そして無駄をなくす。余分に作ら
ない、持たないことがその後の動作の無駄などを出さないことになると教えていただき、私はこれに甚だしく感銘を受けた。
これは我々の日常においても当たり前のことでありながら、なかなかできないことだ。お話の後、「カイゼン」を取り入れ
た靴工場を見学した。ラインに従って作業をする人々はみな誇らしげに見えた。丁寧な作業は苦手のようだが、それぞれ楽
しみながら一生懸命仕事をしていた。商品管理倉庫も整理されていたが、我々の感覚からすればまだこれからだろう。在庫
保管倉庫は禁止ライン内にも商品が置かれ、日本人スタッフがいないと積み上げられた商品がなし崩しになることもあると
のこと。時間管理が苦手、見ていないと手を抜こうとする気質があるなど、な
かなかしっかりと「カイゼン」を定着できないらしい。国内向け商品はゆがん
だ箱に入っていたり、壊れた箱があったりでビックリしたが、日本向け輸出商
品はきれいな箱にしっかり梱包されていた。もしかしたら相手に合わせる柔軟
性があるのかもしれないなどと想像しながら工場を後にした。

次の視察先はエチオピア経済をつなぐ国内唯一の国道一号線に架かるアワ
シュ橋。日本の技術を駆使して100年耐え得る新橋の建設現場を目指し、我々
を乗せたバスは、埃をまき散らす悪路をひたすら走った。作業員の四分の一は
女性だそうだ。こんな辺鄙で危険な工事現場でも女性が力を発揮しだしている。
建設材料には、現地のセメントを使っているそうだ。現地のセメントは、強度
の面で苦労しているとのこと。資金面だけではなく現地材料の使用、現地人雇
用などで、全てにおいて必要な支援を行っていると感じた。

ただアワシュ橋の建設場所の少し下流に中国が建設をしている陸橋がありあ
りと見え、協力国それぞれ得意とすることを分担し連携できれば、もっと効率
的に動けるのではないか、そんな時代が早く来ることを願った視察でもあっ
た。

「気付くこと」から「知りたい」へ、
そして「行動」へとつながる国際協力活動

井口　久美子（奈良県　心理士）

エチオピア観光通商公社
ここにも「カイゼン」が導入されていた
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子どもの教育と環境をテーマに仕事をしている私にとって、マルカサ高校の
体育指導で派遣されている青年海外協力隊員と会えることはとても楽しみだっ
た。2009年に設立されたマルカサ高校の校舎は平屋建て二棟、その奥にはグ
ラウンドと言うよりただの荒れ地があった。青年海外協力隊員はその荒れ地を
グラウンドにすることからしていると言う。私は今回の視察の事前学習におい
て、かつて日本の支援は教育や文化といった社会のアイデンティティーに関す
る分野には直接携わらず、文化活動や教育のための施設建設が中心だったと
知った。1990年にタイで開催された「万人のための教育世界会議」以降、教
育の機会拡大のための国際協力いわゆる国の中身に関する支援が実施されだし
たという。マルカサ高校への支援もその影響があって開始されたのではないか
と思う。読み書きの習得は、生きるため、命を守るために必要だと強く思って
いた私には、途上国の教育に就く青年海外協力隊員の姿を是非見て応援したいと常日頃から熱望していた。それが実現した
のである。マルカサ高校に派遣されている青年海外協力隊の輝く姿にこれまでの苦労を乗り越えたくましく成長していく途
中である日本の若者代表の姿を見た気がした。JICAは海外協力のみならず、未来を担う日本の若者をも育てているのだ。

「頑張れ、精一杯自分を伸ばせ」と彼に心からエールを送った。
農民支援や女性の自立をめざしたNGOにしても、社会の価値観も歴史的背景も全く違う国で、そこで育った人々の意見

を受け入れながらなんとか良い形を生み出そうとする賢明な姿を見ずして、国際協力を語る勿れである。伝統を重んじるエ
チオピアで、女性の就労率が高くなってきたことに、今後の発展が期待できる。

ただ一ヶ所残念に思ったのがエチオピア観光通商公社である。青年海外協力隊が開発した商品デザインやチラシは上司の
許可が得られてもトップのサインに行きつくまでに時間が掛かり、途中で止まったまま。何年も支援しているにもかかわら
ず改善が難しい状況である。政府系企業の体質が改革を阻んでいるのかもしれないが、このような支援を続けてもいいのか
どうか。検討の余地があるように思う。

アジスアベバ上下水道局のトイレの水が流れなかった。水道局なのに、である。そこに派遣されているシニア海外ボラン
ティアの方は、100年変わらない意識の改革は簡単ではないと言う。エチオピア人は、伝統文化を大切にし、いい人が多く、
不愉快な思いはしたことがないとも言う。エチオピアを愛し、エチオピア人を理解しようとするまなざしは優しかった。そ
の方のお話が忘れられない。「長年海外に赴任していたので私は日本の四季をじっくり見たことがない。この任務が終わっ
たら、一年を通して日本の季節を味わって過ごしたい。」仕事部屋には切り取ったカレンダーの桜や海の写真が貼ってあっ
た。途上国支援で駆け回るJICA関係の方々は、自分のアイデンティティーを懸命に確保し、赴任先の国を愛し、日本を誇
りに思い、任務に就いている。
●みなさんに是非伝えたいこと

想像で流布することから偏見が生まれ、偏見が差別を生む。必要だと思うものがあれば助けてもらう、必要なところに必
要な物を提供する、おおらかに受け止め共に成長する思いこそが大事であろう。お互いさま意識は日本人の誇りなのだから。

我々誰にでもできる国際協力、それはまず周りの出来事に気付くこと、気付いたら自分に何ができるかを考えること。そ
れは国内でも国外でも同じでありたい。成熟した社会になるために、これからの日本に課せられた課題であろう。今や「支
援」ではなく「協力」なのである。

また、JICAには一つお願いがある。青年海外協力隊員にボランティ
アの文字が付くと、どんな立ち位置か誤解を生みやすい。日本の一般の
みなさんがイメージしやすいような、青年海外協力隊員の働きぶりを的
確に表現する名称をご検討いただきたい。

最後にみなさん、「世界の笑顔のために」プログラムをご存じだろう
か？家庭で眠っている物品を必要とする国へ送るJICAが行っている事
業の一つである。各々が今すぐにできる国際協力としてここに紹介して
おきたい。

マルカサ高校
以前派遣されていた青年海外協力隊員が校舎
壁面に書いた心臓の絵

女性の頑張る姿が未来を語る
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●はじめに
昨年１年間、日本を離れ、海外から客観的に日本を見たことで、世界に対して日本は何をすべきか、日本人として何がで

きるかを考えるようになった。特に技術者の立場から、日本の技術が途上国でどう役に立っているのか気になっていた。ま
た、私は車が好きなので政府開発援助（ODA）による道路や橋の整備の状況とその支援をこの目で見て、そこからエチオ
ピアの車事情について理解を深めたいと思った。

国際協力レポーターとして派遣が決まり、エチオピアのことを調べてみた。エチオピアはアフリカで唯一植民地支配を受
けなかった国で、独自の暦をもつなど固有文化を守っている。一方で、アフリカで最も著しい経済成長を達成している国の
１つである。ただ、依然として最貧国の位置づけから脱却できず、エチオピア政府が掲げる「新５カ年開発計画」を達成す
べく、農業と工業に重点を置いた急速な開発が進められている。
●国際協力活動について、海外派遣前に抱いていた印象や考え

日本の国家予算103兆円の内の約5500億円がODAに充てられている。一方、日々の生活すら苦しい国民がいるのに、
海外の‘他人’に使うべきだろうかと疑問の声もある。また、ボランティアに対し、助けたいという気持ちばかり先行して
足手まといになったり、助けに行ったという自己満足で終わったりすることも考えられるため、あまり良い印象を持ってい
ない人もいるだろう。しかし、その答えを私は持っていなかった。そのため本当に相手国に役立つ国際協力ができているの
か確かめたいと思った。
●国際協力活動についての帰国後の考え

１週間ほどの短い期間ではあったが、協力現場の方々や大使と話すと、国際協力の必要性と難しさを感じとることができ
た。青年海外協力隊員がエチオピアのために試行錯誤しながらもがいている姿を見て、隊員自身も学び成長させてもらって
いるようにも思えた。特に役立っていると感じたのは、技術協力プロジェクト、無償資金協力事業、シニア海外ボランティ
アなどで、それらはエチオピア単独では解決できないような問題に取り組んでおり、日本のODAに意義を見つけることが
できた。以下、特に私が興味を持っていた、エチオピアの工業分野における日本の国際協力のポイントを３つ挙げる。
①　モデルを示すこと（カイゼンの現場を見て）

エチオピアカイゼン機構では、想像以上に大規模に、国家戦略として工業分野に「トヨタ生産方式」がその象徴とされる
「カイゼン」という日本式の品質・生産性向上の理念・手法を普及させようとしている。まずは比較的導入しやすい軽工業
に力を入れ、その生産性を向上させるためにカイゼンは導入されている。この背景には、現状では、第一次産業中心でエチ
オピア経済は世界市場での価格変動の影響を受けやすいことがある。

ゼロから新しいものを創りだすことは困難を伴うことが予想されるため、まずモデルを示して導入することに大きな意味
があると思う。実は、エチオピアのカイゼンは日本のカイゼンと少し違う。エチオピアのカイゼンは仕事のみならず、いつ
もどこでも適用される国家の哲学であり、内容も日本のカイゼンの全て適用しているのではない。部分的に段階的に行われ
ているのである。導入の仕方も異な
り、エチオピアでは、まずカイゼン
を指導するコンサルタントを日本人
が育成し、そのコンサルタントが企
業に出向き、無償で生産効率を上げ
る取り組みをしている。プロジェク
トを通してカイゼン指導を受けた企
業は249社にも上り、過半数の企業
で生産性は劇的に向上していた。日

在るものを活かし、ないものを創る
～エチオピアらしさと日本の技術の融合～

板野　光司（岡山県　学生）

カイゼンの張り紙（エチオピア観光通商公社） カイゼンを実施した靴工場（OK JAMAICA社）
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本のカイゼンを理解した上で、エチオピアに合った形に適応させ役立てている
点は好感が持てた。
②　交通インフラの整備（アワシュ橋建設現場を見て）

首都内の主な道路や主要都市間の幹線道路は舗装されていたが、道路や橋の
維持管理が十分でない。アスファルトは穴が空き、橋は老朽化が進んでいる。
視察先であったアワシュ橋は輸出入の９割を占める隣国のジブチ港から首都ま
で一本道の途中にある。この橋は老朽化し１度に車１台しか通れない。物流の
ボトルネックとなるこの橋を日本のODAで架け替えていた。

道路が整備されていないと、内陸国は輸送コストが高く、工業製品の国際競
争力が下がってしまう。これを解決するために輸送インフラ整備を進めていく
ことは経済成長のためには必要であると実感した。また、現地で印象に残った
のは中国による交通インフラ整備である。今回の視察でも高速道路や鉄道を建
設している現場を見かけ、その規模と速度には驚かされた。
③　自立支援（アワシュ橋建設現場を見て）

震災後で利益が出やすい国内の受注が多い時期にもかかわらず、橋を入札し
た日本のゼネコンは利益が少ない中、メンテナンスの必要がない100年壊れな
い橋を架けていた。この案件は日本のODAを象徴しているようだった。日本
のODAは中国のODAに規模や速度では劣るが、途上国が自立するための手助
けを誠意をもって行っている。アワシュ橋の建設では、現地のコントラクター

（下請会社）、現地の作業員をできる限り採用し、人材育成も同時に行っていた。加えて、あえてエチオピア製のコンクリー
トを用い、強度が保てるような使用方法を試行錯誤してまで現地の産業育成のために協力を行ったと伺った。また、安全第
一のため、エチオピアにはない金属製の足場などを日本から持ち込んでいた。現地の人、現地の物で解決できるよう努力し、
安全に関わることでどうしても現地調達が難しい場合は取り寄せるという姿勢からエチオピアに対する誠実な思い入れを感
じた。
●日本の皆さんに伝えたいメッセージ

経済成長と文化を守ることは必ずしも相いれないものではないと考えている。「在るものを壊し、ないものを創る」ので
はなく、「在るものを活かし、ないものを創る」国際協力ができたら素晴らしいと思う。エチオピアならではの文化や伝統
が制約となり、合理的な開発を妨げるかもしれない。しかし、制約があるからこそエチオピア独自の発展が遂げられる可能
性があると思う。日本の価値観や物事の進め方を押しつける必要はない。エチオピア方式のカイゼンのように、現地の方法
や文化と融合させながら使えるものを取り入れていけばよいと思う。

現在、エチオピアは日本企業の誘致を強く求めている。彼らは日本企業が高度な技術をエチオピアにもたらすと考えてい
る。一方、日本企業にとってもエチオピアに進出する利点は大きい。首都にはアフリカ連合や国連アフリカ経済委員会の本
部が置かれ、欧州のブリュッセルのようにアフリカでの企業戦略上も重要な場所になりうる。また、日本スタンダードが普
及してきているため日本企業にとってエチオピアのビジネス環境
は整ってきている。国際協力に携わる日本人のみならず、日本企
業にも節度ある進出をしてもらいたいと思う。

最後に、JICAをはじめ、素晴らしい機会を与えて頂いた方々、
視察先で説明してくださった方々、そして一緒に旅をした10人
と２人の仲間に感謝します。海外に出る度に、これまでの日本人
の先輩方の行いに感謝したいという気持ちになります。行く先々
の人たちが日本人とわかると笑顔になるのは、これまで日本人が
節度ある行いをしてきたおかげです。今後も国を代表するODA
は国益ばかりを重視するのではなく相手国を想った国際協力をし
てほしいと思います。

日本のODAで建てたアワシュ橋（手前）と
中国の鉄道橋（奥）

日本のODAで建てたアワシュ橋（手前）と
中国の鉄道橋（奥）

日本式の足場と安全対策（アワシュ橋）
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●国際協力活動が将来にどう影響するのか
私には９歳の息子がいる。エチオピア政府が新５カ年開発計画を掲げ中所得国家になろ

うとしている2023年には、彼は18歳になる。その彼が社会に出る年頃には、エチオピア
は日本にとって欠かせないパートナー国になっているかも知れない。国際協力レポーター
当選の通知を受け取ってから、私は視察先国の日本にとっての重要性を考えてみた。

エチオピアは過去3000年間、植民地化されたことがない。1991年まで社会主義思想
を持つ国だったが、現在は各州の独自性を重んじた連邦共和制をとる。国土は外海に面し
ておらず、2012年度の対日本の貿易額からみると輸出入の規模はそれぞれ約49億円、約
104億円と、日本の貿易総額からみると、とても少ない規模だ。しかし経済成長率は近年
２桁成長を続けてきた。さらに首都アジスアベバにはアフリカ連合の本部がある。アフリ
カという大きな経済圏が立ち上がろうとしているいま、知らないでは済まない。なぜなら
資源を持たない日本は交易によって経済発展と国際社会での発言力を得てきたからだ。
JICAがこのタイミングで我々をエチオピアに送る意義を感じ取ろうと思った。

そして国際協力について私はあまり多くを知らなかった。ODAについて初めて聞いた
のは外国人からだった。そして外国から見た日本の貢献があることに気がついた。JICA
市ヶ谷を訪れると、戦後の日本復興には海外からの多大な援助金で支えられていたことを知った。日本が国際協力に参加し
て、今年10月６日で国際協力60周年を迎える節目となるそうだ。ODA大綱の見直しも進められていると聞く。国際協力
について学ぶ絶好のチャンスだった。
●日本の国際協力活動は信頼を構築すること

帰国すると人から「どうだった？」と聞かれる。そのたびに少し考えてしまう。殆どの人が行ったことのないアフリカ特
有のことをどう語ればいいのだろうか。実は私にとってのエチオピアは、あまり違和感のない国だった。それは人に着目し
ていたからかも知れない。もちろんインフラ面では、特に、水と衛生面でより安全なインフラ整備が必要だと思った。これ
には人道的支援の必要性を感じる。しかし人に目を向けると、子供達の飽くなき好奇心は純粋で、青年達はカイゼン理念に
新たな時代への興奮を覚え、女性達は新しい方法で活躍を始めている。観光通商公社の社長は、日本はエチオピアと同じく
自然資源に恵まれないのに世界第二位の経済大国に成長したので日本を尊敬している、とおっしゃった。EKI カイゼン・コ
ンサルタントの青年や OK Jamaica社の靴工場の倉庫マネージャーは、日本のカイゼン理念は素晴らしい、と興奮気味で
語った。周囲に赤土と草原が広がるアワシュ橋の建設現場では、ぜひ安全な日本の建設現場で働きたい、とエチオピア人は
言う。メルカサ試験場の博士は、日本で受けた教育のおかげだと語っていた。水道局で働くシニア海外ボランティアの方々
は、これまでの日本の活動が感謝されているから自分達も仕事をしやすい、と語られた。

世の中にはお金を出しても買えないものがある。日本の国際協力はこうしたエチオピアの人々に対して、お金では買えな
い「感謝の心」を根ざす活動を行っているのだと、今回の視察を通じて私は確信するに至った。いくらお金があっても使っ
たら消えて無くなってしまう。しかし人の心に残る感謝の気持ちが生まれればそれは何年経っても消えないし、いつか互い
に協力したいと思う礎＜いしずえ＞となるだろう。これは国際協力の素晴らしい考えだと思う。だから私は「どうだった？」
と聞かれたら、「日本が大好きになった」と答えている。
●エチオピアに学ぶ日本の素晴らしさ

エチオピア視察で感じた課題から、気がついた日本の素晴らしさをお伝えしたい。
始めにモチベーションの話である。カイゼン理念がどうして日本で生まれたのか、視察先で質問を受けた。自然資源が乏

しいから、国土が限られているから、といった背景が挙げられるだろうと思った。日本人は創意工夫が大好きだと思う。エ
チオピア人の良いところは「あるもので満足できる、皆で分け与えられる」ことだそうだ。貧しいことを恥と思わないこと
もお聞きした。しかし23年前から比べると国民の数がほぼ倍増し、エチオピアも変わらなければならない時が来ている。
変化しよう、と思う気持ちを奮い立たせるのに、日本の創意工夫の考えが役立っていると感じる。一つ気になるのは学歴社
会化である。エチオピアの生徒たちは成績をとても気にする。進級できないと収入の良い職につけないからだ。優秀な生徒
は、成績順に学部と将来の職が決められる。国家レベルでの人財活用の最適化である。日本のように選択の自由は選択の責

父は息子の夢を見る
今村　健司（東京都　会社員）
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任も伴う。とはいえ、自分の進路を選択できることは素晴らしい。
次に情報・コミュニケーションの観点からである。アムハラ語が公用語だが、

高等教育は全て英語である。アダマにある高校を視察したが、英語ができる生徒
は１割程度しかいない、とのこと。急速な人口増で教員不足も課題となっている。
さらに地方では州ごとに公用語が異なる。メレス首相時代に地方分権を進めた結
果、地方言語の使用が認められたのだそうだ。エチオピアには確認できただけで
も80種類以上の言語が存在する。現在首都には国民の約３～４％が住んでいる
が、将来首都に人が集まるようになれば地方言語との違いは大きな壁となるだろ
う。先人の努力によって、日本語で学位まで取れてしまう日本の教育システムの
ありがたみが感じられた。日本語の語彙の豊富さや多様な表現方法は日本の四季
や島国ゆえの地勢的・歴史的背景から生まれ、その言葉が日本独特の考えや文化
を生んだのだと思う。そして、これこそが日本を世界のなかでユニークな国とさせている理由かも知れない、と私は思う。

最後に女性登用の観点で取材を行った。カイゼン普及能力開発プロジェクトの取材で、近年は女性の活躍が目立つ、と伺っ
た。夫の承認がなければ既婚女性が家庭を出られない、女性の負担が大きい、といった事情はあるものの、女性ならではの
リーダーシップを発揮する現状を知った。これは推察するに、多様な価値観で社会を良くしようとする狙いが感じられる。

それに加えて私は、子供たちの目が忘れられない。遊びや情報が限られているためか、我々の来訪が珍しいのか、子供た
ちの目がキラキラしている。靴磨きの子らも、市場でガム売りの子らも、田舎で出会った子らも、レストランで出会った子
らも、なんでも吸収しようとする意思の輝きがあった。前後数キロに渡り何もない車道脇で水を入れた缶をロバに運ばせて
いる子は、まだ５、６歳に見える。その逞しい姿に、彼らは生きるために家族のなかで立派に役割を果たしていることを知っ
た。女性・子供・男性と、それぞれに役割があるように思う。日本は豊かで自由な国だ。恵まれている、と思う。だから自
分が果たすべきことを考え、自由の意味を正しく理解する必要性を感じている。
●対話のための言葉を持とう

視察を終えて、いま日本が行っている国際協力活動は何を意味するのか考えてみた。国際協力は互助会である。エチオピ
アは急速に増えた人口に対応するため人道的支援を必要としている。と同時に未来の経済発展に目を向けている。他方、日
本も援助対象国の例外ではない。3.11の震災時には世界でもっとも援助・義捐金を受けた国になった。エチオピアからも
頂いたのである。今を生きるために、そして将来の発展のために、互いに協力し合うことは人の行いとして、とても自然な
ことだと私は思う。

安全保障面で見ると、日本は武力ではなく平和を重んじる。日本とは、「世界のテロリストがテロを起こせない国（世界
中を敵にしてしまうから）、世界中に行けるパスポートが持てる国」、だという。今の我々が国際社会において如何にしてこ
の立ち位置が得られたのかを考えたい。エチオピア滞在中、私は一度も嫌な思いをしなかった。日本人と分かると感謝され
た。しかし一般市民の方々には知らない人が多くいたのも事実である。世界は開発政策と情報化社会が進み、どんどん国際
社会の均一化が進んでいる。しかし、みなの違いがなければ、ただ疲弊するグローバル競争を生むだけだ。そこに幸せはあ
るだろうか。独自性を持つこと、見た目や考えが違う人を許し尊重することが、これからの生き方だと私には思える。相手
を理解したり、自分の考えを伝えたりするのはしんどいかも知れないがやっぱり、人はいろいろあってよい、と思う。

私はしっかりとした言葉を持つ必然性を痛感する。いまの国際協力活動は未来の国際社会における多様な人と人とのコ
ミュニケーションを支えるための、信頼基盤を築き上げている。視察を終えて私たち視察団の一人が言った。「国際協力で
活躍する人は命の使い方を知っていると思う。知ってる？使命と書くのよ」。本当にほんとうに大事なことだ。

私の使命は、３つあると思う。１つは日本を元気にすること、２つ目は国際社会において日本の立ち位置を維持・発展さ
せること、３つ目は息子をキチンと育てること。日本に帰ってからお土産の石を息子に渡すと、彼は言った。「僕もいつか
エチオピアに行ってみたいな」。どうやら未来の架け橋は繋がっているようだ。
父は「息子の夢」をみた。彼がその夢を現実にさせるために、私は今出来ること
を精一杯努力したい。そしてその思いをいつか本に書いて、人の営みは過去から
の意思が脈々と流れていることを伝えたい。

相手に興味を持つこと、人とよい関わりを持つことは、きっとその人の人生を
豊かにすると私は思います。このレポートを読まれた方が何かしらに共感してく
ださり、世界を、日本を、そしてご自身が幸せになることを始めるきっかけにな
れば、とても嬉しく思います。

お読み下さりありがとうございました。

コーヒーセレモニー

働くお母さん
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●はじめに：応募の動機
大学で教員をしていますので「ヒトづくり」に興味があります。「最近の学生は内向きであり、海外への興味は以前に比

べてむしろ低下している」と言われています。私の印象も同様ですが、これは今の学生が悪いわけではなく「海外への興味
など持たなくても別に困りはしない」という環境からくる当然の結果でしょう。しかし「困りはしない」というレベルで落
ち着いてしまう学生はダイナミックな社会の変化に対応できずに、その才能を発揮することなく埋もれていきます。これは
大変な社会的損失です。これからの日本を支える、より広い視野をもちグローバルに活躍できる人材を作り出すにはどうす
ればよいのか、そのヒントが国際協力活動にあると考えました。
●国際協力活動について、海外派遣前に抱いていた印象や考え：謎だらけ

国際協力活動のうち、青年海外協力隊の活動については、何名かのOB/OGと話す機会があり、具体的なイメージは頭の
中にありました。また、職場である大学にはJICAとの連携で作りあげた大学院プログラムもあり、JICA事業の中でも「市
民参加協力」についてはある程度理解していたつもりです。

都市のインフラ整備などを含む無償・有償資金協力事業については、「開発途上国を助けているんだろうな」という程度
の知識でした。ただし、東日本大震災前のことですが、中国は日本のODAを受けている時にでも、アフリカ諸国に対して
ODAを提供しているという「噂」は覚えていました。「なぜ援助を受けている状態の国が、他の国に援助できるのか？」と
いう素朴な疑問には簡単な答えがありそうな気が全くしませんでした。やはり何か我々にはわからない理屈があるに違いな
いと、もやもやした気持ちでしたが、自分で解明するという行動には至りませんでした。

今回の研修の事前レクチャーで、「日本は戦後復興のためにODAを受けており、その償還をはたしたのが1990年代であ
る」とか「東北の大震災があった時には、日本が世界で最大のODA享受国であった」などを知りました。ODAが「お金が
ない国に対して先進国が恵みを施す…というほど簡単ではない」ということはわかってきました。今回の研修に向けての準
備段階で、普段は訪れることのない外務省やJICAのウェブサイトなどをインターネットで探ってみると驚くほどたくさん
の情報が得られました。これも「エチオピアに行く」と決まったから、調べてみようという気持ちになったものです。逆に
いうと、このような機会がないと誰にも見てもらえない「宝の持ち腐れ」状態の情報です。正直、自分の教養を高めるため
だけにこれらの情報にアクセスする人はまずいないでしょう。
●国際協力活動についての帰国後の考え：グレーゾーン

今回の視察の結果として、見返りをもとめる「投資」的な支援とは一線を画す、日本流の支援があることは理解できまし
た。日本は特に「人」に注力して支援しています。ただ物資を渡すだけでなく現地の人々の自立を考えているし、現地に残
る日本のプレゼンスに加え、調整力・説得力・人を動かす力を身につけた人材が個人・企業のレベルで育てられます。彼ら
彼女らはこれからの日本に必要な「グローバル人材」であり、まさに一石二鳥、すばらしい！しかし、いじわるく考えれば、
今回はJICAによる研修であるため「うまく機能していない」「無駄遣いである」事業などはみられるはずもありません。お
客さんが家に来るときは、だれでも部屋の掃除くらいはするでしょう。

今回の視察を経験してみて、国際協力活動にさらに賛成の気持ちになりました。同時に「これだけ国内問題が山積してい
るのになぜ他の国を援助するのか？」という問に対して説明責任をはたさなければ、
国民の共感に支持された国際協力活動はできない時代だとも思います。しかし「援助
の金額が国家予算の何％なのか」「金額のつじつまがあっているのか」等の説明はい
くら正確でも多くの国民には「説得力」とは感じられません。私の職場の大学で考え
ると、学ぶ意欲のない学生への説明は大量の時間とエネルギーを消費するわりには成
果があがりづらいが、学ぶ意欲のある学生への説明は、一種の共同作業であり、成果
があがるだけでなく説明する側にも大きな喜びが得られます。国際協力に対する共感
を広く得るには、「国民」に対する説明責任というよりも、「説明を求めている国民」

現れる国の「人格」
久保　雅義（新潟県　教員）

エチオピア経済にとって「重要すぎる橋」
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への説明責任をはたすことが必要条件だと思いました。
いったいどういう人が「説明を求めている国民」なのだろう？私は、今回の視察で

国際協力に対する意識が急激に高まりました。「百聞は一見にしかず」は本当でした。
しかし、一個人が、あるいは一企業が海外で国際協力活動をするというハードルは高
く、限られた人数しか直接経験できません。では、日本にいて国際協力活動ができる
となるとどうでしょう？開発途上国の技術者に対する日本国内での研修はその一つの
例ですが、そのような国際協力なら「私のところでもできそうだ」という人や企業が
増えませんか？私が特に大事だと思うのは、そのような研修の「間接的」な関係者で
す。研修の様子をちらちらと垣間見ることのできる、職場の周りの人達、その家族、
そしてその地域の人々が、「国際協力活動ってなんだ？」と説明を求めたくなるまであと一歩の「グレーゾーン」に入って
きます。ちなみに、このレポートを手にとって読んでいる方々は既にグレーゾーンは超えてますね。

グレーゾーンの人達を増やすには、実際に国際協力事業を経験した人達の話を聞いてもらうのも有効に思えます。今回の
研修で出会った人達は例外なく情熱にあふれ、非常に説得力のあるお話をされる方ばかりでした。企業活動として国際協力
を経験された方々は、それぞれの企業でそのノウハウを伝授していくのでしょうが、青年海外協力隊やシニア海外ボラン
ティア、あるいはNGOなどの市民参加事業で培われた情熱・説得力はどこにいってしまうのでしょう？私の周りの青年海
外協力隊OB・OGは一人の例外を除いて、すべて国際協力に関係のない「普通」の仕事に就いています。機会があったと
しても時折「国際協力に興味のある人達」の会でお話する機会がある程度です。それならば、海外滞在期間終了後の一定期
間は小中学校の授業の一部として熱い体験談を話して回る、国際協力のエバンジェリストとして是非とも活躍していただき
たいと思いました。二つの意味で「鉄は熱いうちに打て」です。話す方も聞く方も熱いからです。
●日本の皆さんに伝えたいメッセージ：グローバル化した世界での日本

グローバル化の波は既に到来しています。これから先、好むと好まざるとに関わらず「グローバル化しない」という選択
肢があるかといわれれば答えは「ない」だと思います。ただグローバル化したからといって「世界全体が１つになって、ど
こに行っても同じような景色」とはなりません。

身のまわりの洋服や食品を考えれば、すでにグローバル化は済んでいます。中国、ベトナムなどの東南アジア、ペルーな
どの中南米の製品、ひょっとするとエチオピアのコーヒーもあるかもしれません。そして、物流がグローバル化したからこ
そ「日本はXXXだ」といえるものが輝きます。超高品質のお米・果物や神戸ビーフのような世界ブランドまで成長します。

情報のグローバル化は何をもたらすでしょう？「MANGA」はいまや世界で知らない人はいません。もちろんエチオピ
アでも知られています。さらに、駅前の自転車置き場に自転車が順に並んでいるとか、ATMの前でちゃんと列を作ってな
らんでいるとか、落とした財布が警察にとどけられる…などは、他の国では全く考えられないことで、まさに「日本はXXX
だ」と驚きをもって知られています。

人に顔や人格があるように、グローバル化した世界では国の「顔」や「人格」があります。日本流の国際協力活動を通じ
て、エチオピアでは「日本はきっちりとした仕事をする国」「日本は約束を守る国」として知られていることがわかりました。
このような「信頼感」は他に代えることのできない日本の宝物です。また「信頼感」は得るのは大変ですが、失うのは簡単
です。「あの人はそういう人だから…」と、いったんネガティブに思われるとなかなか覆すことはできないのはみなさんご
承知のとおりです。「信頼は金で買えない」とはよくいったもので、国際社会における日々の活動が信頼感をつみあげる原
動力であることに私はまったく疑いはありません。「信頼感」のない国が、グローバル化した世界でプレーヤーとなること
はできないでしょう。そして私はグローバル化した世界で日本が主要なプレーヤーで
あって欲しいと願っています。

今回の視察では、ODAの実行組織であるJICA職員の方々にたいへんお世話になり
ました。日本国内で国際協力活動を支えている方々、そして実際に現地で直接活動に
携わっている方々とお話をし、生き生きと仕事をされている様子をみることができて
たいへん力強く感じました。このレポートを読まれた方々が、自分の周りの方々を次
から次へと「国際協力活動について知りたくなるまであと一歩」のグレーゾーンに引
き込んでいただければエチオピア研修の甲斐があったというものです。 エチオピアの未来を託す「苗」

決して終わることない「KAIZEN」へ
の道
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●初めに
「国際協力」ってなんだろう？「世界がもし100人の村だったら」日

本人は、もちろん豊かで生活に困らない。人は、親を選べないように自
分が生きる国・地域を選べない。生きる場所が違うだけで、自分ならと
ても我慢できない生活をしている人々がいる。そのような生活をどうし
て同じ世界に生まれた人がしていいのだろうか？それは、常日頃から感
じていた疑問であった。

この夏、私は以前から行きたいと願っていたアフリカのエチオピアへ
行く機会に恵まれた。この国での経験は、私に新しい世界を見せてくれ
た。

成田からおよそ14時間のフライトは、これからの視察について、「国
際協力」について熟慮するのに、十分すぎる時間があった。
●エチオピアで

首都アジスアベバはカオスの世界であった。街は急速に変わりつつある。行き交う車の多さ、建設ラッシュの街並み、人々
が行き交うバスターミナル。エネルギーにあふれている。泥臭さは漂うが、これから国を造っていくエネルギーに満ちてい
ると思った。

まず、日本大使館を訪問した。鈴木大使は、治安が良い点・人口が多く可能性を秘めている点・人の質が良い点などをエ
チオピアの魅力として挙げておられた。資源はないが「人」に魅力を感じる国。日本はこの国でどんな役割を果たしている
のだろうか？今回の視察では、「世界」や「国」を変えようとしている、輝く瞳を持つ人々との出会いがあった。報告書は、

「人」をテーマに描いてみたい。
アワシュの建設中の橋に、日本のODAの底力を見た。首都から遠く離れた過酷な建設現場。箱物建設のスピード感では、

欧米や中国に劣るかもしれない。だが、建設中のアワシュ橋には、日本人の良さがあふれていた。重機は日本からの持ち込
みだが、建設作業にはエチオピア人を雇用し、エチオピア産のセメントを使用する。確かな技術力と日本人らしい心遣いで、
100年安心の橋を、エチオピア人と共に建設する。もちろん、日本の建設現場ではあり得ない苦労の連続だったという。こ
うした交通インフラの整備は、これからのエチオピアの経済の発展に大きく寄与することだろう。

国を造る。人を育てる。これは、すぐに目に見える成果はでない。即効性を求める国際協力は、日本には不向きなのかも
しれない。アワシュの日本の建設中の橋の近くには、中国が建設中の鉄橋があった。これから、新興国での日本の国際協力
は、他国の国益を優先する国際協力との戦いになるだろう。しかし我々日本人は、几帳面さ・まじめさを持つ特有の国民性
を力に換え、国際協力の道を歩み続けなければならないと思う。

ナザレの北島隊員の人作り。草だらけの何もないグラウンド、体育設
備や運動道具に事欠く毎日。その中でもアグレッシブな北島隊員の輝く
瞳は、力強かった。その瞳には、エチオピアの「未来」を育てていると
いう、気概にあふれていた。

エチオピアで頑張っているシニア海外ボランティアの河村さん、桑田
さん。含蓄のある数々の言葉。深く相手国の歴史や文化を学び自分の経
験を役立てようとするその生き方には、学ぶ事が多かった。単なるボラ
ンティアでなく、人としての生き様が素晴らしかった。決して気負う事
なく訥々と語るその生き様は、日本人の持つ優しさがあふれ出ていた。

巻き尺を持って、「旅」にでよう
進藤　千枝（宮城県　教員）

アジスアベバの街

街の建設現場
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母国から遠く離れ、他国のために頑張っている日本人の姿そのものであった。
デザインで協力する皆川隊員とマーケティングで協力する小坂隊員は、自分の

協力したいことができないもどかしさを味わっていた。要請と派遣現場のミス
マッチを垣間見たような気がした。しかし、彼らは彼らなりに自分の道を切り開
こうとしていた。その国にはその国なりの考えがある。

NGOのCEHPのみなさんは、草の根レベルでの女性の自立を促していた。ま
いた種は確実に育っていると思った。その芽が、大きく育っていき、多くの人に
自立していってほしいと思った。女性の自立は、国の未来を左右するだろう。今、
エチオピアでは、女性の自立を目指す団体への援助が多いとも聞く。

鈴木大使のお話の中に出てきた「人の魅力」を我々日本人も様々な場所で、十
分に発揮していた。
●日本に帰国して

私は、日本という先進国にたまたま生まれた。生活にはなんの不自由はない。
水道水はすぐ飲める、衛生上何も不都合がない。たまたま先進国に生まれただけ
だが、それは、宝くじに当選したようなものだ。発展途上国に生まれた事を人の
不幸にしてはならない。いや、もしかしたら、不幸なのではないのかもしれない。
確かに、学校にはいけない、停電はする、水は飲めない、砂埃は舞い上がる。し
かし人々には輝く瞳があった。

その国には、その国の幸せの測り方がある。私たち日本人の尺度で幸福度を測
るのではなく、その国の自身の幸福尺度ではかろう。そのためにも、定規ではな
く、伸び縮みができる巻き尺が必要なのだ。巻き尺をもって、国際協力という「旅」にでよう。その「旅」には、旅先で日
本人でしか手伝えないことがきっとあるのだ。人を育てる、国も育てる。日本は海外で、地味で時間のかかる国際協力をし
ている。そしてそのことを多くの日本人は知らないでいる。知らないことは不幸だと思う。多くの国際紛争や悲劇は、知ら
ない事から起こる。行ってみて、体験してみて、語り合って、知ることができる。そして、互いを理解することができるの
だと今回の視察を通して実感した。また、今回出会った「人」は、みんな魅力的で自分の人生を「他人のために何かをして
いる」という思いではなく、確信をもって生きていた。自分の「使命」を知っていた。
●最後に

私の住む宮城県は、東日本大震災で多くの被害を被った。震災から３年以上も経つがまだまだ復興はしていない。「ODA
にお金をかけるより、復興支援にお金を使ってほしい。」という声も聞く。確かにその通りだと思う。でも、世界はつながっ
ている。もはや、発展途上国における問題は、日本国内の問題とリンクしている。人が１人では生きられないように、国も
１か国だけでは生きられない。世界は１つなのだ。日本の国際協力は、きっと次の世代がその支援の恩恵を受けるであろう。
そう信じている。私たち、先進国に生まれた人間は、次世代に少しでも生きやすい世界を作り、受け継ぐ責任があるのでは
ないだろうか。

今回このような機会を与えて頂き、本当に感謝している。世界を見る目や視野が広がったと感じる。日本人の海外での頑
張りやODAの様子を見て、日本人と
しての誇りを感じた。最後に、「チー
ムエチオピア」の皆さん、多くのサ
ポートをしてくださった皆さん、あり
がとうございました。JICAのみなさ
ん、海外で頑張っている日本人のみな
さんに心からのエールを送ります。

ナザレの学校にあった協力隊員が描いた心臓
の絵

ナザレの子供たち

シニア海外ボランティアの桑田さんアワシュの橋
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●エチオピアのHAPPYを見つけよう！！
これが、私のテーマだった。「日本×国際協力＝エチオピア×HAPPY」つまり「日

本の国際協力はエチオピアのHAPPYになっている」ことを証明する HAPPY。国際協
力の現場で、自分の目で、エチオピアのHAPPYを見つけよう！！

●国際協力にも 作用・反作用の法則？！
エチオピアで日本の国際協力事業を進める専門家や青年海外協力隊・シニア海外ボ

ランティア等から、たくさんの話を聞いた。国際協力活動は、どのようなものなのか。
なにを生み出しているのか。どんなHAPPYになっているのか。様々な答えをいただ
いた。

－　 自分がこの年齢になって、それでも自分の知識や経験を必要としてくれている
人がいる。勉強になった、改善された、助かった、と言ってもらえる。活躍す
ることができる、そして、人から求められていることがうれしい。

－　 現地の人が苦労しているのを見て、自分のできることなら、助けてあげたい。
それが、この活動のモチベーション。

－　 自分も、世界も、変えるシゴト。自分も、世界も、変えられるんだ！よし、変
えてやる！！

ある人にとっては、国際協力の活動自体が生きがいのようだ。国際協力は、自分の能力を試す、伸ばす、活かすところに
なっている。

－　 国際協力に取り組んだことで、視野が広くなった。また、家族との時間を大切にする、というエチオピアの文化を学
んだ。これは、日本に持って帰りたい、一番大切な考え方。

－　 エチオピアのためになにかできているのか、その効果は実のところわからない。ただ、自分の経験として、ここで学
んだことを、日本に持って帰って、伝えていきたい。

ある人にとっては、国際協力の活動がその人の知識や経験を養っている。その知識・経験の蓄積は、世界観や創造力を培
い、これからの人生を豊かにしてくれるだろう。さらに伝えていくことで、まわりの人も豊かに。「日本に持って帰りたい」
という言葉は、日本での発展を期待させてくれる。

－　 エチオピアで活動するにあたって、現地の多くの人に助けられている。国際協力「している」というより、国際協力
「されている」方かもしれない。日本での活動と同じように、自分ができる精一杯のことをしているだけなのに、そ
れを「国際協力」と言えるだろうか。

ある人にとっては、国際協力の活動は特別なものではなく、また、一方的にしているものでもなかった。
ここで、かの有名なニュートンが発見した運動の法則を思い出した。「作用・反作用の法則」。力というものは必ず対に

なって作用し、引っ張ると引っ張り返され、押すと押し返される。国際協力も「力」だから、もしかすると、協力したのと
同じ大きさの協力が返ってきているのではないか、互いに協力の力を及ぼし合っているのではないか、と考えた。

国際協力することの目的や意義は人によってちがうものの、すべての人が国際協力の活動に誇りと情熱を持って取り組み、
本人（ジブン）がHAPPYと感じたり、他人（ヒト）のためのHAPPYを作り出したりしていた。国際協力にも、作用・反作
用の法則が成り立つのであれば、エチオピアと日本は同じだけ互いに国際協力していることになる。と言うのはオーバーか
もしれないが、日本の国際協力は日本とエチオピアのお互いのHAPPYになっている、と確信した。

そこで、改めて「日本×国際協力＝エチオピア×HAPPY」は正しいか？と考えた。これは変えなくてはならない。そも

日本 × 国際協力
 ＝ エチオピア × HAPPY ？

塚田　好美（千葉県　公務員）

A cup of coffee in Ethiopian style
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そも方程式で表すほど簡単なものではないが、敢えて書くなら、
国際協力�×（日本＋エチオピア）＝（日本＋エチオピア）×HAPPY！！！
国際協力は「相手国のため」と思うかもしれないが、「自国のため」でもある。

お互いがHAPPYになり、HAPPYを共感する姿。それを「協力」して実現してい
くのが、国際協力の活動なのだと思う。

●日本とエチオピアのコラボレーション
JICA：Japan International Cooperation Agencyは「協力」を「cooperation」

で表現している。国際協力のスタイルも時代とともに変わってきた。現在、日本
の国際協力には大きく分けて３種類、有償資金協力、無償資金協力、技術協力が
ある。有償資金協力は、文字通り「カネ」を与えることで協力することなのだが、エチオピアに対する協力は主に無償資金
協力と技術協力である。つまり、「モノ」や「ヒト」を与える協力である。今回の視察先である「国道一号線アワシュ橋架
け替え計画」は無償資金協力（モノの供与）だが、単純に橋を与えるのではなく、エチオピアの自助努力を重視している。
そのため、日本のコンサルタント技術者と、エチオピアの現地の人々が、ひとつの橋を共に作っているのだ。その他、技術
協力（ヒトの供与）では、専門家や青年海外協力隊・シニア海外ボランティアを派遣し、組織や制度をエチオピアの人々と
共に作り上げている。このように、日本の国際協力は、ひとつのプロジェクトに対し、日本とエチオピアの「ヒト」が関わ
り、共に作り上げていくスタイルである。日本人気質が得意とする、地道で長期的な協力である。今後、これが日本の国際
協力の主なスタイルになれば、「協力」を「collaboration/コラボレーション」と表現してもいいかもしれない。表現方法
で国際協力に対するイメージも変わるものだ。日本とエチオピアのコラボレーション。なにかワクワクするものができそう
だ。国際協力のスタイルや表現も、時代に合わせて変えていく必要があるだろう。

●きれいで おしゃれな エチオピア
「エチオピア」と聞いて、どんな街の様子を思い浮かべたか？日本から見たエチオピアはアフリカのひとつの国でしかな

かった。空気や水はきれいか、病気や物乞いなどの心配ばかりしていた。しかし、実際に訪れると「きれいでおしゃれなエ
チオピア」がたくさんあった。

バラの輸出が多いエチオピア。ホテルのラウンジには、きれいなバラのアートが飾られている。スタイリッシュなレスト
ランでは、オープンキッチンで最高においしいハンバーガーとコーヒーが提供される。店内の家具や電気、飾られた雑貨は
どれもおしゃれ。また別のレストランでは自家製野菜を使い、安心で安全なフランス料理がフルコースで食べられる。掛け
られた絵画はエチオピアの芸術品。不思議な魅力を感じる。そして、コーヒー豆発祥の地とも呼ばれるエチオピアでは、い
ろいろなスタイルのコーヒーを楽しむことができる。エチオピア人はみんなコーヒーが大好き。家庭では、毎日１時間もか
けてコーヒーを入れる。エチオピア文化のひとつ、コーヒーセレモニーというもの。街では、おしゃれなカフェやコーヒー
ショップが立ち並び、店内はコーヒーのいい香りが充満している。心地よい音楽が流れる中、訪れる人は、パンやドーナツ、
ケーキなどのスイーツとほろ苦いコーヒーをオーダーし、ゆっくりと会話や読書を楽しんでいる。さすがコーヒー豆の本場、

エチオピア。家庭でも、街でも、丁寧に入れられた一杯の味
わいは格別だろう。

このように、きれいでおしゃれなエチオピアをたくさん見
つけ、エチオピアに対するイメージは大きく変わった。最後
まで読んでいただいたあなたにも、過去の報道によるイメー
ジを忘れ、「今」を伝える情報から、エチオピアを改めて想
像してもらいたい。そして、花屋の前でバラを見たとき、カ
フェでエチオピア産のコーヒーを飲むとき、エチオピアを思
い描いてみてほしい。きっとそこには、あなたが今まで想像
していた国とはちがった「きれいで おしゃれな エチオピア」
があるはず。

A cup of coffee in a fancy cafe

Ethiopian Sunset
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●僕たちは世界を変えることができない。But I do everything I can do.
小学校の卒業文集に書いた夢は「国連の職員になって世界の子ども達を笑顔にするこ

と」。小学校、中学校、高校、大学を通してずっと国内外でボランティア活動を続けてき
た私は、「国際協力」という言葉やJICAにも抵抗なく接してきた22才等身大の大学生で
ある。高校の卒業式当日に東日本大震災が発生した。そして大学入学後、ずっと入ろうと
考えていた国際協力サークルには入らずに、東北支援のボランティア団体を友人と共に立
ち上げた。もし震災が発生していなければ、毎夏東南アジアのどこかに通い学校建設など
に携わっていたのだと思う。アルバイトで必死に資金を作り、二ヶ月に一回は関西から東
北へボランティアに通っていた私は「東北が大変な時に海外の発展途上国にODA資金を
使っている場合ではない。」という意見が理解出来ない訳ではなかった。また、東北の復
興だけでなく、国内には解決すべき社会問題が山積みだ。だからこそ私はODAの現場に
行き、自らの目でODA資金の使われ方を確かめよう、現場で働く人々に会いに行こうと
国際協力レポーターに応募した。

私がこれからのJICAの国際協力活動に提唱したいのは、「KAIZEN的日本ならではの国際協力」である。KAIZENとは、
TOYOTA発の製造業の現場における品質・生産性向上の為の戦略・哲学の事をいう。日本に昔からある「改善」、という日
本人にとってはごく平凡な考え方が、今世界で話題になっているのだ。そのKAIZENが遠く離れたアフリカの土地でビジネ
スの変革に使われているという事を私は誇りに思う。エチオピア前首相の呼びかけによりはじまったKAIZENはエチオピア
全土で広く知られる。エチオピアカイゼン機構（EKI）という名の機構まで存在し、EKIではKAIZENを学ぶ為のトレーニン
グが毎日のように行われている。

ODA資金の使い道や国際協力の形が問われる中で、KAIZENのようなケースこそが日本らしい国際協力の方法であると
感じた。中国が進出するアフリカにおいて、日本だからこそ出来る国際協力や支援の形を考える事が重要だ。日本だからこ
そ伝えられる文化や技術がある。そして青年海外協力隊やシニア海外ボランティアのように日本人が現地に行き、本当に小
さな変化を起こしていくこともまた、かけがえのないことだと私は思う。「僕たちは世界を変えることができない。But I 
do everything I can do.」ある映画のタイトルのパロディであるが、私は心からそう思うのである。

アワシュへは同行した現地メディアの記者が私達の視察を取材しながら行った。半日程かかるアワシュへの道中、私は記
者と、国際協力、エチオピアとアフリカの発展とこれから、日本とエチオピアの関係などについて随分と話し込んだ。その
中でも印象に残っているのが中国企業の巨大な工場を横目に記者が語った思いである。
「今年一月に安倍首相がエチオピアに来た。エチオピアは日本の企業が来る事を待ち望んでいるよ。何と言っても安倍首

相が約束してくれたしね。」
現地の人々と出会い、そして記者との会話からも感じたのは日本に対する期待

と尊敬の想いだ。期待と言っても、「お金持ちの国・先進国日本」への期待では
なく、「未来のビジネスパートナー」としての対等な関係への期待である。安倍
首相がエチオピアへの日本企業の誘致を約束した今、これから日本に求められる
のは対等なビジネス関係、そして「KAIZEN的日本ならではの国際協力」である。

●帰国後、浦島太郎状態になって初めて気付けた大切な事
エチオピアから帰国し、私は自分が生まれ育った日本という国を全く違う視点

から見ている自分に気付いた。たった一週間のエチオピア滞在であった筈なのに、

「わたし」と「エチオピア」と「国際協力」と
冨田　すみれ子（大阪府　学生）

「カメラを向けると子ども達は笑う。
ファインダーの外で彼らは笑って
いるのか。」

「バイバイ！またね！」
撮影：９月３日（水）
　　　オロミア州アワシュ・マルカサ高校前にて
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帰国した当初の私は完全に浦島太郎状態になっていた。シンプルに一文で表すと、
日本の豊かさと技術力の高さに驚き、そして困惑していたのである。一生忘れた
くない、忘れるべきでない衝撃的な心境だった。

眩しいネオンが輝き、「もの」が溢れている日本は、エチオピアとはまるで別
世界。帰国したその日は飛行機に乗ってワープして来たかのような感覚であった。
17才の頃にベトナムを訪れた後も同じような感覚に陥った。しかしその時と比
べ、今回自分が受けている衝撃の大きさにより改めて、世界最貧国の一つである
エチオピアの現状を思い知らされたのである。

日本ではトイレがきちんと流れ、帰国当日はシャワーの水圧の強さにも驚いた。
停電もなく、町にはしっかりとした高速道路やビルが建っている。帰国翌日、東
京で車窓から橋を見て、エチオピアで視察したアワシュ橋を思い出した。ジブチ

港との貿易の大部分を担う主要な橋であるにも関わらず、車は一台ずつしか通れないという状態であった。
全てが整っていることが「普通」である日本に生まれ育ち、生活していると日本の素晴らしさに気付くことはない。しか

し今回のエチオピア派遣でODAの現場を視察して帰国した時、私は本当にこの国の技術と整備された状態を誇りに思った。
そして同時に、日本が世界で成せる事はたくさんあると痛感した。技術協力など民間企業を呼び込んでのビジネス、青年海
外協力隊・シニア海外ボランティアなどのボランティアやNGOセクターを通し、日本はエチオピアやアフリカの発展の為
に伝えられる事がたくさんあると肌で感じた。そしてそれは決して先進国からの上から目線の「与える援助」ではなく、未
来のパートナーとしての「助け合い」である。国際協力活動など難しい言葉で語らなくてもいい。友人が困っていたら助け
るだろう、それと同じことではないだろうか。

現に2011年の東日本大震災発生時にエチオピア政府は544万5,215.55ブル、日本円にして約2,500万円の義援金を寄付
している。近年経済発展を遂げているとは言え、依然として世界最貧国の一つであるエチオピアからの約2,500万円もの義
援金だ。この事を踏まえて、もう一度「国際協力とは何か」について考えて頂きたい。

●この報告書を読んで下さった皆様へ
この報告書のページを開いて下さっている、あるいはオンラインで読んで下さっている方々は自ら「ODAについて知ろ

う」としている方達だと思う。
その一歩に感謝しつつ、ODAやJICAを批判する方々の多くはおそらくその一歩を踏み出さないのだという現実も、国際

協力レポーターとして私はしっかりと受け止めている。
私達国際協力レポーターが本当に伝えるべき人達はその一歩を踏み出さない人達だと私は考える。ODAやJICAが何故批

判されるのか、たくさんの理由の多くはその「不透明さ」と「知らないことからくる不安」からなるものではないか。
JICA広報が伝え切れないことを、JICAが伝えることが出来ない層に、一国民、そして等身大22才の大学生として伝える。
それが私の国際協力レポーターとしての役割だと自覚している。だからこそ私はこれから大学の友人を集め、エチオピア珈
琲と共にエチオピアで見たことや国際協力について話し、商店街やレストランで
写真展を行い続ける。これも私に出来る小さな国際協力であると考えている。

そして一つ、この報告書の読者の皆様にもお願いがある。どうか、「今日、
JICAの派遣でエチオピアへ行ってODA資金の使われ方を見てきた人のレポート
読んで…。」と周りの人に一人だけでも話してみて欲しい。家族でも友人でも恋
人でもいい。もしくはツイートして欲しい。Facebookで簡単にでも書いて欲し
い。日常生活では考える機会のない、遠く離れた国への日本の国際協力活動であ
るが、その繋がりがほんの小さな変化を起こすと私は考えるからだ。

そして最後に、私が尊敬するネルソン・マンデラ氏の遺した言葉で私の報告書
を締めくくりたい。このシンプルな言葉こそが、国際協力の真髄ではないだろうか。
“We can change the world and make it a better place. It is in your 

hands to make a difference.”

首都アジスアベバの夜景。日本人が持つアフ
リカのイメージとはおそらく異なるであろう
この夜景を目の前に、この国のこれからを考
えながら撮影した
撮影：９月１日（月）
　　　宿泊先のホテルの部屋からの風景

KAIZENが導入されている靴工場で働く男性
撮影：９月２日（火）
　　　OK JAMAICA社の靴工場にて
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●国際協力活動について派遣前に抱いていた印象や考え
派遣前の私は、毎月の給与明細書上に引かれている税額に不満

を述べることがあっても、それがどのような使われ方をしている
のかに無頓着であった。正直、日々仕事や家庭のことに精一杯で、
税金の使われ方は、所詮他人事で当事者意識を持つことができな
かった。

近年、中国の資源獲得戦略と結びついた対外援助活動がメディ
アで派手に取り上げられるようになった。ことの是非はともかく
目的意識がはっきりしていて分かりやすい。

しかし、中国の援助戦略は、余りにあからさま過ぎて心地良い
ものではない。日本の援助は発信力が乏しく、目立たない印象を
持っていた。私には、それが不満であった。「日本は相手国に寄
り添い、技術協力でも痒い所に手を差し伸べているのだから、それでいいのではないか」という声も聞く。アフリカでは、
日本の資金援助で折角病院を建てても、日本人が帰国すると現地では病院の機能を使いこなす意欲も技能も資金にも乏しく
放置されたままになっていると聞いたことがある。「そうなんだ」と無力感を感じた。しかし、それまでの私には、日本の
援助に関して自分なりの考えが無かった。そんな時である。偶然「国際協力レポーター2014」の募集を知った。ふと自分
の目で一度確かめてやろうと思った。
●国際協力活動についての帰国後の考え

僅か１週間余りの短い視察でODAについてどこまで自分が理解したかは甚だ心もとない。だが、私が派遣前に抱いてい
たもやもやとした疑問への解決のヒントをもらった気がする。
視察の感想

人道支援という見地から見ると、日本の支援は評価されるべき活動であると思う。お伺いした皆さんの使命感やエネル
ギッシュな活動振りは、確かに納得できるものであった。しかし、国益や納税者としての目から見ると、効果や国際貢献の
見地より果たして必要な支援なのか疑問を抱くものもあった。例えば、新卒で日本での社会経験が無い若者が現地で奮闘し
ている姿は確かに美談だが、本当に役に立つ活動が十分にできているのだろうか。海外で経験する様々な苦労は確かに本人
の成長や帰国後のキャリア形成には役立つのだろう。しかし、相手国は経験豊富な即戦力となる人材を求めているのではな
いか。本活動の目的は開発途上国の経済・社会の発展や復興への
寄与とある。単なるアシスタント的な役割を求められるのなら、
派遣コストを勘案すると、納税者として納得がいかない面がある。
極論になるかもしれないが、若い隊員が現地を助けているという
より、Job Training を通じ本人が助けられている面がありはし
ないだろうか。また、過去に青年海外協力隊や短期シニア海外ボ
ランティアが20数名程度が派遣されているという観光通商公社
では、現隊員が１年半活動して様々な新商品やパンフレットの改
善提案をしても、予算化されず塩漬け状態になっているという。
青年海外協力隊員自身はモチベーションを高く持ち、ひた向きに
頑張っておられたが、そもそもこのようなところに隊員を長年派
遣するメリットはあったのだろうか。私の周りには日々の生活に

納税者の目で見たODA
中村　明夫（東京都　会社員）

EKI（エチオピアカイゼン機構）
KAIZEN指導者の皆さん

アワシュ橋視察
後方に見えるのは中国支援の鉄道橋（建設中）
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も事欠く人もいる。日本の支援資金は、そうした日本人弱者
へのサポートとの兼ね合いも考え、大切に使ってほしい。
SV（シニア海外ボランティア）について

シニア海外ボランティアの皆さんの経験豊富で含蓄のある
ご説明は、極めて説得力のあるものであった。
「水道公社の職員は旧来のやり方に固執し、プライドはあ

るが新しいやり方に消極的」、「一事が万事」、「公社の水道す
らも水が出ないことがある」などの説明から、公社の実態を
はっきり認識できた。ただ、お二人ともやるべきことは理解
しているのにやろうとしない公社の姿勢にもどかしさを感じ
ながらも「うるさいくらい言って技術を移転して帰りたい」
など前向きに考えておられるのが救いであった。今後もシニ
ア海外ボランティアの制度は有益であるという実感を持っ
た。ただ、枝葉末節の話かもしれないが、シニア海外ボランティアの対象年齢が40～69歳であるにも関わらず、40歳台の
人まで含めてシニア海外ボランティアというネーミングには違和感を持った。
今後の支援の方向

日本の今後の支援を考えた場合、「選択と集中」「共働」がキーワードになるような気がする。日本の国力を考えれば、中
国のように鉄道や高速道路建設などのインフラ整備に巨額の援助資金を投入するのは難しい。それより、あまり資金を必要
としない知識や技術によって相手国に役立つもの、例えば今回の視察で訪れた「カイゼンプロジェクト」や「メルカサの農
業分野技術協力」などには日本の出番があるように思われた。また、日本の援助には現地の人々と一緒になって汗をかいて
信頼を勝ち得ていく伝統がある。「共働」というのは、既に日本の援助の特徴として根付いており、且つ評価も高い。この
素晴らしい伝統は今後も是非続けて頂きたい。
●日本の皆さんに伝えたいメッセージ

派遣前の私は、国際協力自体の意義は認めつつも、本当に納税者の税金を有意義に使ってくれているのだろうかという点
に懐疑的であった。懐疑的ではあったけれども、何か行動を起こすことはなかった。今回のエチオピア訪問を通じ、以下の
点については明確にしておきたい。現地で国際協力に携わるJICA事務所の皆さん、青年海外協力隊の隊員及びシニア海外
ボランティアの皆さんは、それぞれの職務に対し使命感を持って尽力されていた。それがわかって私は、心の底から安堵感
を持った。ただ、個々の皆さんの取組みは確かに美談となりうるものであるが、その活動がエチオピアの発展や日本の国益
に本当に資するものであるかという点については、自分の考えとはそぐわないものもあった。

この報告書を読んでくださる方は、多少なりとも国際協力にご興味を持ってくれている人かと推察する。私に課せられて
いることは、そのことに全く興味も関心もない人たち
にどうアプローチしていくかということである。

「JICAって？ODAって何？」「ODAは税金の無駄遣
い！」などの話を聞くと、ファイトが湧いてくる。今
後、関係する会社の会議や社内報、現在参加している
任意サークルの会員、高校・大学の同窓との交流など
を通じ自分の言葉で伝え、意見交換をし、理解を深め
て参りたい。

最後にこのような機会を与えてくれたJICA、引率
してくれたJICAの方々、同行しお世話を頂いた元エ
チオピア青年海外協力隊員、そして今回一緒に参加し
た心温まる仲間たちに感謝申し上げたい。

以上

KAIZEN導入企業「OK JAMAICA社の靴工場」
従業員の皆さん

メルカサ農業試験場内農婦の皆さん
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●国際協力活動について、海外派遣前に抱いていた印象や考え
アフリカ。この言葉から、皆さんは何を想像しますか？
地平線は遙か遠くに霞み、ゾウやキリンがサバンナを闊歩し、子どもも大人もほぼ裸

で、皆食べ物に困っている――多少なりとも、そんなビジョンが浮かぶ方が多いのでは
ないでしょうか。私もその一人でした。今回の派遣国であるエチオピア。アフリカ大陸
にあるというだけで、私は、「かわいそうな貧しい国」という勝手なイメージを抱いてし
まっていました。そして、「だからこそ、日本が支援の手を差し伸べるべきなのだ」とも。

しかし、そんな単純な考えは、到着後すぐに崩れ去りました。日本から約24時間かけ
て来た私が目にしたものは、ごくありふれた「普通の」国の光景だったのです。道路は
舗装され、たくさんの自動車が行き交っています。キリンの代わりに、あちこちでコンクリート製のビルがにょきにょきと
頭をのぞかせています。街中の人は色とりどりの服を着て、気さくに話しかけてきます。スーパーに行けば買えない物はあ
りません。それもそのはず、この国は2011年まで８年間連続２桁の経済成長を成し遂げるほど、急激な発展を遂げている
国なのです。「アフリカ＝かわいそう」という図式は、私の一方的な思い込みに過ぎませんでした。エチオピアは、これか
らの成長を予感させる生命力に満ち溢れた、とてもエネルギッシュな国でした。
●国際協力活動についての帰国後の考え

では、エチオピアになぜ支援をする必要があるのでしょうか。もちろん、この国は決して豊かではありません。高層ビル
群の足元にはバラックが這いつくばるようにして広がっていますし、一歩ホテルの外に出れば汚れた服を着た靴磨きの少年
たちが追ってきます。郊外には何もない平野が広がり、まだまだ国土の開発が進んでいないことがうかがえます。

しかし、それは決して最悪の状況ではないのです。多くの人が生死に関わるほど飢えているわけではありません。まして
や、紛争地帯でもありません。街は平和そのものです。何より、エチオピアに暮らす人々の陽気さが私に違和感を抱かせま
した。まるでこの現状を受け入れ、満足しているように見えたのです。日本に比べればはるかに貧しいけれど、ある程度安
定してはいる。おまけにそこに生きる人たちが特に不満を抱いていない…このような国に、なぜ日本はODA支援をしてい
るのだろうか？そんな疑問を抱えながら、視察先を回りました。４日間かけて７つの案件を見て、そこで働く人たちの話を
聞くうちに、エチオピアに欠けているものがだんだんと見えてきました。この国には「見えない」ものが足りていないので
す。そして、それを埋めることができるのは日本の支援なのだということも。
見えないもの１「精神」

エチオピアの首都アジスアベバから、隣国ジブチの港をつなぐ国道一号線。その大動脈に日本のODAにより橋を架ける
プロジェクトが進行しています。場所はアワシュ川という急峻な渓谷。ここに橋がなければ、ジブチへの輸出入がストップ
し、エチオピアは危機に陥ってしまいます。もちろん、こんな重要な場所を、他の国が放っておくはずがありません。実際
訪れてみると、日本以外にもイタリア製の旧橋・中国製の鉄道橋が架かっていました。「既に他国の橋があるのに、日本が
架ける意味はあるのだろうか？」そんな疑問をぶつけると、佐藤工業のTさんは谷底を指さして答えました。
「あちらのほうにコンテナが転がっているのが見えます？あれは中国が橋を建築中に残して行ったものです。私たちは、

ただ橋が出来たらいいやとは考えていません。建築中は周囲の環境に配慮しますし、廃棄物を現場に投棄することもしませ
ん。完成後も、エチオピアの厳しい気候に耐えうるよう、頑丈なコンクリート製の橋を
架けています。整備も最小限で済むので、100年先だって使えるんですよ。」

クリーンな現場、建築後のことまで踏まえた高い質、そして安全性。日本から遠く離
れた地球の裏側とは思えないほど、徹底した安全管理のもとでアワシュ橋は建築されて
いました。ちなみに、このプロジェクトではエチオピアへの技術移転のために現地の人
が多く雇用されているそうです。知識だけでなく、日本のモノづくりにかける堅実なマ
インドもきっと彼らに伝わっていくでしょう。
見えないもの２「意識」

日本では一日に24時間使えるものが、エチオピアではたった14時間だけ。一体これ
は何の数字でしょうか？スーパーが開いている時間？インターネットが通じる時間？実
はこれ、アジスアベバ市内の平均給水時間ともいわれています。この比較でもわかるよ

見えぬものこそ、見てみよう
橋本　佳澄（兵庫県　会社員）

エチオピアの幹線道路の様子

アジスアベバ市内の様子
（左手奥に見える高層ビルはアフリカ
連合（AU）本部）
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うに、この国の水道事情はかなり劣悪です。断水は日常茶飯事ですし、せっかく供給したきれ
いな水も盗まれたり、漏れたりして40％は失われてしまいます。こんな問題が山積している
水道局に、日本から２人のシニア海外ボランティアが派遣されています。彼らはきれいで安全
な水を届けようと日夜努力を続けていますが、なかなか上手くいきません。「エチオピアの人々
に、この状況を変えたいという意識が欠けているからだ。」シニア海外ボランティアの一人、
桑田さんはそう仰いました。水は止まって当たり前のもの、まだ動くのだからメーターの修理
はしなくてよい、トイレは１つでも使えるものがあればOKじゃないか…。

日本人の我々には信じられないことですが、エチオピアではそれらは全て「当然」と受け入
れられてきたことばかりなのです。当たり前と思われていることを指摘して、改善していくこ
とは本当に困難です。それが異国の価値観ならなおの事。彼らシニア海外ボランティアも、そ
の認識のギャップに悩んでいました。問題を問題として意識してもらえなければ、解決への道
も望めません。この「問題意識の低さ」には、現地の学校に体育隊員として派遣された北島隊員も苦しんだそうです。彼の
仕事は、現地の子供たちに体育を教えることです。体を動かす楽しさを知れば、運動能力だけでなく健康への意識も向上し
ます。体育は子どもの発達過程において非常に大切な科目なのです。しかし、彼の派遣先の学校には、グラウンドがありま
せんでした。これはある意味当然のことでした。エチオピアには「体育」がないのです。この国には体育を実践して学ぶと
いう習慣がなく、保健体育のような座学が主流となっています。児童にとって体を動かすことの必要性を、学校側は認識し
ていなかったのです。そのため、学校にあったのは、荒れ果てた空き地だけ。棘の生えた低木が生い茂り、雑草は腰の高さ
まで伸び、あちこちに石が転がっている。初めは、とても体育の授業ができる場所ではなかったそうです。けれども、彼は
諦めませんでした。抜いても抜いてもしぶとく生えてくる草を抜き、土を均し、一年掛かって学校の裏にグラウンドを作り
上げました。子ども達は大喜びで、馬跳びやかけっこなど外遊びを楽しんでいるそうです。

また、生徒たちがより効率よく運動を楽しめるよう、それまで無かったカリキュラムも自分で作成したところ、他の教員
たちも真似をして作るようになったと、北島隊員は嬉しそうに教えてくれました。問題を見つけ、それを解決しようと必死
に動いた北島隊員のその姿勢が、周囲の人々を変えていったのです。
物的支援に頼らない「精神の支援」
「ODAによる支援」と聞くと、私たちはその実績に目を向けがちです。もちろん、支援国にどれほどの効果があるのか客

観的なデータに基づいて判断するのは大切なことです。しかし、本当に目に見える結果だけが日本の支援の全てでしょうか。
今回の視察を通じて、私は、日本の「考え方」の姿勢を伝えることこそ、日本にしかできない支援の形であり使命なので

はないかと思いました。ただモノを作って終わり、人を派遣して終わりではなく、それを通じて日本式の実直な改善の精神
が伝わっていくことこそ肝要なのだと思います。支援は無限に続くわけではありません。いつか自立の時が来ます。エチオ
ピアがいくら様々な国からの支援物資で溢れても、それはあくまで外見でしかありません。そこで暮らす人々に「現状をよ
りよくしよう」という気概がなければ、いずれ支援頼みの発展は終わってしまいます。エチオピアの人々が自ら思考し、自
らの手で選択を行い、結果としてより良い国を作り上げていく――自助努力のためにも、この日本式の考え方を根付かせて
いく必要があります。何もない戦後の荒廃の中から、日本は「考えること」で経済発展を遂げました。自然資源に乏しいエ
チオピアも、かつての日本と似た状況にあると感じます。そのためにはこのような意識の改革を図っていくことは重要なの
ではないでしょうか。
●日本の皆さんに伝えたいメッセージ

精神や思考といったものは目には見えず、不確かなものです。その反面、物質に頼らないため、その可能性は無限です。
壊れて使えなくなることもありませんし、特定の人間に限らず、皆で共有できます。物的支援もしつつ、内側からの意識改
革による支援ができるのは日本だけなのではないかと、視察を終えて思いました。私たちは、ついつい自分の目に映るもの
が全てと考えてしまいます。例えば、テレビでアフリカの飢餓や感染症について報道されれば、アフリカ全てがそうなのだ
というネガティブな先入観を抱いてしまいます。けれども、それはただ一つの側面に過ぎません。

珈琲を飲む町の人、笑顔で手を振る子供たち、荷台を引くロバ、熱気溢れる市場。これらエネルギーと明るさに満ちた光
景も、全て等しくアフリカの中にあるエチオピアの姿なのです。行かなければ、自分の
目で見なければ、私は一生考えもしなかったでしょう。ODA支援についても、私は支援
結果のグラフと数字を見ただけで理解したつもりになっていました。その向こうにいる
はずの、エチオピアで働く日本の人々の姿や、その信念について、想像したこともあり
ませんでした。

しかし、例え見えなくとも、エチオピアで必死に活動している日本人はたくさんいま
す。そして彼らの一人一人が信念を持って、エチオピアのためになることを常に考え行
動しているのです。そのことに思いを巡らせてみれば、例え見えなくても、ほんの少し、
アフリカが近くなったと思いませんか？北島隊員（右端）と、彼が整備した

運動場

アワシュ橋の工事現場に設置
されていた注意喚起を促す看板
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●国際協力活動について、海外派遣前に抱いていた印象や考え
Why Japan？なぜ日本が国際協力をするのか？ 

増税が続いている日本が遠く離れた他国へODAという形でなぜ国際協力をするのだろう？ 首相が海外へ行き、そ
の都度ODA提供、国際協力を約束する報道を見る度に疑問に思っていました。

国際協力レポーターに選出して頂いた後に知りましたが、外務省やJICAのホームページには、国際協力の必要性につい
てわかりやすい解説記事があります。ジャーナリストの池上彰さんがアフリカを訪問した経験を元にした解説記事もありま
す。それでも、インターネットの検索欄に「国際協力」と入力することはこれまでありませんでした。一言でいえば「他人
事」でした。「誰かが途上国で頑張ってくれている」。そう思うきっかけとなったのは、仕事帰りの駅で見た１枚のポスター
のキャッチコピーでした。
「日本人の知らない、日本人の頑張りを、伝えてください。」
国際協力レポータの募集でした。実際に自分の目で国際協力の現場を見て来れば、自分が持つ疑問を解消出来るのではな

いかと瞬間的に思い、応募要件を確認しました。

●国際協力活動についての帰国後の考え
国際協力は日本のファンを世界に作ること（why）～日本人だけでは、世界で生きていけない～

エネルギー・製造業・金融を筆頭として、日本人だけで生産・消費
する自給自足スタイルでは、今日の世界で生きていけません。イン
ターネットを起点とした国境を跨いだグローバルな社会は、価値観の
画一化など良くない面も指摘されておりますが、益々加速しています。
その中で、国際協力費用は17年間で半減1、削減の一途を辿っていま
す。これは、世界における日本の存在感低下を招きます。「今まで尽
力してくれた日本人が、来年からは来なくなる」。というようなこと
が世界の各地で起きているのです。

存在感を高めていく一つの方法、それは海外へ進出する日本人を増
やすことです。そのためにも、国際協力の費用は減らすよりも増やす
方向で考えるべきだと思います。そして、日本人の頑張りをアピール
することで、日本の製品・サービス、さらには日本人を愛してくれる
ファンを増やすこと。その結果、他国ではなく日本の製品・サービス
を購入する消費者となり、日本企業の収益向上につながるでしょう。

Win-Winの関係（How）～現地ニーズを知り尽くしたJICAボランティアがカギ～
高速道路・鉄道を、自国の労働者を連れてきて作り、その後のインフラ利用収益を受託するというビジネスモデルは数字

で見た場合、秀逸でしょう。ただし、現地ではインフラ建築に伴う雇用は生まれず、ノウハウも身に付かず、インフラが必
要になる度に他国へ依存することになります。植民地に代表されるようにWin-Loseの関係が続いた場合の結末は悲惨であ
ることは歴史が証明しています。そのため、国際協力においては、援助する国・援助される国の双方にとってメリットがあ
ること、常にWin-Winであることが前提条件と考えています。

1　一般会計ODA当初予算の推移（政府全体）http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/yosan.html

Why Japan？
なぜ日本が国際協力をするのか？

三谷　剛（東京都　会社員）

エチオピアにいる日本のファン：日本の生産管理「カ
イゼン」が根付いた工場で働くエチオピアの方たち
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Win-Winのためにはまずニーズを知ること。難しいことは、相手
国にとって何がメリットなのか？を考えることです。相手国の歴史を
知り、価値観を学び、「何が好きで何が嫌いなのか？」を想像するこ
とです。これを解決する一つのカギは青年海外協力隊、シニア海外ボ
ランティアです。彼らは現地での生活に溶け込み、現地の価値観を
日々身に付けています。現場のニーズを吸い上げ、それを日本企業の
海外進出のきっかけへと昇華させていくことが大切だと感じました。

●日本の皆さんに伝えたいメッセージ
エチオピア人の日本への想い
～「日本に学べ」（エチオピア、ハイレマリアム首相）～

エチオピアと日本は遠く離れていますが、似ている点があります。
それは天然資源がないために、人的資源を活かすことが成長の道であ
ることです。メレス前首相は「戦争から驚異的な復興をした日本に学
べ。」と述べていたようです。日本のカイゼンを「エチオピアの哲学」

（ハイレマリアム現首相の発言）として取り入れていることは最たる
一例です。エチオピアの日本に対する「好奇心」と、カイゼンに代表
される「日本の経験」が組み合わされることで、エチオピアは戦後復
興した日本と同じような成長を見せるのではないか？と、エチオピア
民族ダンスを披露するレストランで感じました。IDカードの漢字を
見て興味を示す子供たち、彼らとは英語と少しの現地語で交流しまし
た。名字の考え方、漢字が中国から来たことなどを教えると、子供た
ちは新しいことを学ぶ喜びで目を輝かせていました。子供は国の将来です。このようなエチオピアの子供たちが日本に興味
を持ち、「日本の経験」を学び成長する未来を想像するとワクワクしました。

エチオピアで活躍している日本人の志
日本企業の進出が進んでいない現在、エチオピアで活動している日本人は皆、自らの意思でエチオピアへ来ています。

JICA職員の皆様、青年海外協力隊、シニア海外ボランティア。みな立場は違えど、話す言葉や顔つき、そして強い眼差し
からエチオピアへの深い理解に基づいた上での個々の志が感じられました。日本という国、日本人を知らないエチオピア人

が大半の中、信頼関係を築いていく上で、自分自身
の心から出る言葉、それを生み出す源となる志は、
日本にいる以上に必要なものなのでしょう。

国際協力について興味・関心をもつ人は、まだま
だ日本国内では少数派だと考えております。一人で
も多くの方が興味を持ち具体的な行動に結び付けば
嬉しいです。そして、このレポートが行動を起こす
きっかけになれば幸いです。折しも今年のJICAボ
ランティアのコピーは「僕たちにできることは必ず
ある！」です。世界のどこかで同じ志を持った方と
お会い出来ることを楽しみにしています。

JICAボランティア！ 現地ニーズを知り尽くしたJICA
ボランティアがカギ：マルカサ高校にて北島隊員

エチオピアの未来！ エチオピア民族ダンスを披露する
レストランの場で交流

現地で活躍する日本人の方たち：皆さん充実感に溢れ笑顔が素敵だったこと
が印象的でした
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●派遣前
貧困、飢餓、病気とアフリカにはネガティブなイメージが先行しがちだ。ちょうどエボラ出血熱が連日ニュースで報道さ

れていたこともあってか、エチオピアに行くことを知人たちに話すと、「危なくないの？大丈夫？」と必ず心配された。も
ちろん派遣前にエチオピアでは感染者は出ていない。十分な安全情報のもとに視察は実施されたのだが、真っ先に出てきた

「危ない」という言葉がアフリカに対する一般的な印象なのだろうと感じた。私もアフリカと聞けば、スーダンでの飢餓を
写した有名な写真「ハゲワシと少女」が真っ先に頭に浮かぶような状態だった。

これまで日本のODAについて、どうあるべきかといった明確な考えは持っていなかった。国内の問題が山積みなのに、
なぜ多額の税金を海外のために使うのかといった意見も理解できる。しかし、今の日本の生活は他国との相互協力があって
のものだ。日本のエネルギー自給率は僅か４％、食料自給率は39％と低く、貿易の為にも各国と友好な関係を築かなくて
はならない。また、東日本大震災が起こった2011年には世界中から多額の援助金が寄せられ、日本は世界一の被援助国と
なった。先の援助は歴史の中で培ってきた信頼の証であり、ODAの賜物ともいえるだろう。ODAは一方的な支援ではなく、
国際社会における日本の地位を確立するためにも必要不可欠なものだ。しかし、税金が正しく効果的に利用されているのか、
企業や政府のための活動となっていないか、実際に支援を必要とする人々に援助が行き届いているのか等の疑問は尽きな
かった。今回、グローバル教育コンクール写真部門の副賞としてレポーター活動に参加できることになり、とても貴重な機
会を頂いた。
●国際協力の現場を視察して

首都アジスアベバは建設中のビル、行き来する大型トラックで活気があった。アフリカ連合の本部も建設されており、今
後アフリカの発展を牽引する国へと成長してゆくエネルギーを感じた。ただ、今回の滞在では、最も支援を必要とする貧困
層の実情を視察する機会がなかったことが残念だった。エチオピアに到着して驚いた点は、中国による開発の規模の大きさ
だ。首都から郊外のいたるところで中国語の看板を目にし、道を歩けば「チャイニーズ」と声を掛けられる。日本の支援を
現地の人々は認知しているのか、そもそも日本が出資する意義は本当にあるのだろうかと考えずにはいられなかった。

視察先の中で特に印象深かったのが、国道一号線アワシュ橋と、水道公社である。現地の人々と協同してプロジェクトを
進め、エチオピアの未来を想い奮闘する日本人の姿には感銘を受けた。視察先で出会った皆様が高いモチベーションを持っ
て活動し、現地での信頼関係を構築している様子だった。日本のODAの良さは支援する国の未来を見据え、人を育てるこ
とを重要視している点だ。高度な技術や日本人ならではの勤勉さや規則正しさ等の日本の精神を伝えている。他国のような

私が撮ったエチオピア
～疑問を持つことから始まる国際協力～

金子　卓渡（千葉県　学生）

エチオピアと日本の架け橋でもあるアワシュ橋 血液のように行きかうトラック
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派手さは無くとも、比較優位を活かした支援をされてい
ると感じた。水道公社を訪ねた際、シニア海外ボラン
ティアの方がなぜ今のエチオピアがあるか、歴史や環境
的背景から分かり易く語ってくださった。過去に植民地
支配を受けなかったこともあってか合理的な労働が根付
いていない、改良が必要なく簡単に育つ穀物のテフが主
食、物乞いを恥と思わない宗教的な背景など、ある意味
では不幸とも思える側面があるという。共に働く上でも
問題意識の低さには苦労されているようだった。それで
も、「こんな国があってもいいと思うんですよ。」と語っ
た。相手を受け入れ尊重しつつ、その国に合った支援を
行う姿はまさしく日本のODAの在り方と感じた。JICA
職員も含め、働く日本人の方々が開発のみにとらわれず、

相手の文化を大切にして適切な支援の形を模索していると感じることができた点が今回一番の収穫だったように思う。
途上国を訪ねると、本当の「豊かさ」とは何だろうかといつも考えさせられる。日本で不自由のない暮らしが出来ようと、

細かいことにまで問題視しすぎる神経質な部分には、息苦しさを感じてしまう人が少なくないのではないか。途上国ならで
はの問題を問題と思わないといった点は、良い意味では大らか、悪い意味では不真面目なのかもしれない。しかし、車の行
きかう道路に平然と家畜を歩かせていたり、仕事を放りだしては頻繁にお茶をしに行ってしまったりする「緩さ」が個人的
には好きである。勝手かもしれないが、失われてほしくない部分だ。何もかもが合理的になれば良いのではないと思ってし
まう。しかし、現に貧困に苦しむ人々がいる以上、一定の経済発展を遂げて「豊かさ」を自分たちで模索できる段階までの
支援は必要だ。押しつけの開発ではなく、その土壌を整え、自立を促すのがODAの役目なのだろう。近い将来エチオピア
人がエチオピア人の力で貧困から脱することを願う。
●派遣後

視察前はミクロな視点で短期的に貧困削減の成果について考えてしまいがちであった。しかし、視察したODAの現場は、
長期的な考えの下で援助が行われており、時間はかかっても支援が必要な人々の下に恩恵が行き届くと分かった。

今回、同じ若い世代から少しでもODAや国際協力に関心を持ってもらえればと思い、沢山の写真を撮ってきた。視察先
でファインダーを覗いた私には、希望あるエチオピアの姿が映った。近年経済成長率は年10％を超え、英語教育にも積極的。
企業の進出も進み、今後５年10年でエチオピアは大きく変わるだろう。しかし、出国前に思い描いていたようなアフリカ
の印象の写真を撮ることもできた。建設ラッシュが続く首都にもスラムがあり、郊外では電気も無い生活をしているような
場所が多々見られた。経済成長に伴い格差の拡
大は明らかだ。アフリカに対するネガティブな
イメージはメディアの情報によるものが大きい
だろう。日常生活ではアフリカの情報を得る機
会は少なく、目にするのは誰かの意図があって
切り取られた一部である。ODAの意義にして
もそうだが、疑ってかかる姿勢は大切だ。どん
な些細なことでも構わない。世の中に疑問を持
つことが国際協力への第一歩なのだと思う。

国際協力レポーター2014に参加させて頂く
にあたり、エチオピアチームの皆様、関係者の
皆様には大変お世話になりました。深く感謝申
し上げます。

道を歩く家畜

好奇心に満ちた子ども達
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視察先別報告　エチオピア
【技術協力プロジェクト】
品質・生産性向上（カイゼン）普及能力開発プロジェクト
概要
日本式の品質・生産性向上の理念・手法として、5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）を含む「カ
イゼン」の導入を支援することにより、民間セクターの開発、特に成長の停滞している製造業の
品質・生産性の向上による競争力強化を実現する。JICAが2009年10月から2011年５月まで「品
質・生産性向上計画調査」を実施したことを受け、エチオピア工業省は、エチオピアカイゼン機
構（Ethiopian KAIZEN Institute：EKI）を設立した。カイゼンを民間企業へ持続的に普及させる
仕組みを確立し、カイゼンを実施する民間企業を増加させるのが目標。

01  井口　久美子  専門家から「カイゼン」の5Sの「整理」「整頓」の二つを実践するだけでも生産性が３割アップしたことを
お聞きした。無駄を出さないということを徹底して指導されている。しかし遅刻や長時間休憩に抵抗を感
じない従業員に「カイゼン」を定着させる苦労を感じた。「カイゼン」を導入している靴工場は、工場の至
るところに「カイゼン」に関する理念が書かれていた。作業員は担当の業務をきちんとこなしていたが、
商品禁止ライン内に製品が山積みになっているなど、指導者が不在時になると自発的なカイゼンの実践は
難しいようだ。是非「カイゼン」をエチオピアの国に根付かせてほしい。「カイゼン」は哲学であると言う
JICA専門家の言葉に信念を感じた。

02  　板野　光司  生産性を上げるために導入されたのがカイゼンである。ここでは、まずカイゼンを指導するコンサルタン
トを日本人技術者が育成し、そのコンサルタントが大企業から零細企業まで担当し、無償で生産効率を上
げる取り組みをしている。コンサルタントはカイゼンを単なる品質改善のツールと見なさず、哲学として
深く理解できていた。もとの工場の生産性が非常に悪かったこともあり、成果は目に見えて良好であった。
 カイゼン中の企業を視察すると至る所にKAIZENや5Sのといった張り紙が目に入ってきた。ただ、コンサ
ルタントからのトップダウンで実施されており、今回の視察内容だけでは企業の従業員レベルで根付いて
いるかは判断できなかった。

03  今村　健司  EKIのビルに到着すると若い男性が我々をビデオカメラで取材している。彼は27歳、EKIコンサルタントで
ある。大学を卒業し、カイゼン活動のコンサルタントとして４年活躍している。彼にマイクを向けるとカ
イゼンに対する熱い想いを語ってくれた。2008年、当時のメレス首相は先進国のベストプラクティスを自
国に取り込むために、日本式の品質・生産性向上の理念を国民に教育することを推奨した。それから５年、
特に女性の活躍が目覚ましい。国が推進する軽工業分野には女性が活躍する食品や衣料に関する事業が多
い。日本から派遣された専門家はピーク時で10名。彼らが向上心溢れるエチオピア人指導者を育てること
で、さらにカイゼン理念が裾野に広まっていく。その数は間接的に１万人以上。理念の伝播は日本への理
解とも思われ、それがエチオピアの知識層に日本の貢献を知らしめていると感じた。

04  久保　雅義  軽工業での生産過程の効率を良くする「改善」を超えて、哲学としてのカイゼンを国民全体に浸透させよ
うとするのがエチオピア流である。カイゼンは、書類をアルファベット順に並べることから、台所のコン
ロの高さの調節まで、生活の隅々に行き渡るもので、ある意味で国民性を変えようという壮大な試みである。
故メレス首相が強い思いをもって、エチオピアへの「改善」導入を日本に直談判したところから始まった。
毎年２桁の経済成長を遂げている今だからこそ、カイゼンの効果がみえる最適の時期であり、国内にカイ
ゼンを広めていく指導者の育成段階は、弟子から孫弟子の世代の入り口にきている。人を「育てる」日本
の支援は確かに効いている。

05  進藤　千枝  EKIのリーダーは、よくカイゼンの有効性をよく認識していると思う。ただ、エチオピアと日本の国民性（勤
勉であること、几帳面であることなど）の違いがあり、カイゼンが多くの工場労働者に根付くには時間が
かかるだろうと思う。
 日本ではあたりまえのカイゼンという「企業哲学」にまで昇華させるには、幼児教育からKAIZENを教育す
る必要性を感じた。
 リーダーだけではなく、多くの労働者が個々に数値目標を掲げ「少しでもよくなろう」という意識を持ち
続けるには、まだまだ時間がかかると思った。
 エチオピアが示す日本の企業理念への畏敬の念を感じた視察だった。
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06  塚田　好美  エチオピア国内でのIT環境は脆弱だと予想していたが、首都アジスアベバ市内でもICT機器（情報通信技術）

は十分に普及していなかった。現代のインターネット情報時代に、世界の情報を素早くキャッチすること
や品質・生産性向上のためにICT機器の導入は絶大な効果だと思われる。カイゼンの、哲学ではない手段と
しての一方法だが、 IT環境の整備やICT機器の導入は今後のエチオピア国発展に大きく寄与すると思われ
る。
 OK JAMAICA社の靴工場は「カイゼン」が取り入れられた現場。カイゼンが、ものの見方や習慣としての

「哲学」であるなら、現場で働く人たちに浸透していなくてはならない。「KAIZEN」、「5S」と書かれたポ
スターや、材料・商品を仕分けるラベルは貼られているものの、従業員へのマインドセットまでできてい
るのかは疑問だった。しかし、従業員の多くがニコニコしながら働いている様子を見ると、楽しく、快適
に働くことができるような職場環境を作ることも大切だと感じた。

07  冨田　すみれ子  ODAの使い道や国際協力の形が問われる中で、カイゼンの様なケースこそが最も残されるべき日本らしい
国際協力の方法であると感じた。中国が進出するアフリカにおいて、日本だからこそ出来る国際協力や支
援の形を考えた時に、日本式の品質・生産性向上の理念・手法であるカイゼンは間違いなく挙げられる例
の一つであろう。日本に昔からある「改善」、という日本人にとってはごく平凡な考え方が、遠く離れたア
フリカの土地でビジネスの変革に使われているという事を私は誇りに思う。エチオピア前首相の呼びかけ
によりはじまったカイゼンはエチオピア全土で広く知られる。エチオピアカイゼン機構ではカイゼンを学
ぶ為のトレーニングが行われ、エチオピアという国全体のカイゼンそして日本への尊敬と期待を感じた。

08  中村　明夫  総事業費5.6億円と資金負担は比較的少ない。金を使わず、知恵を使い相手にも評価される点を勘案してお
り、今後のODA施策の柱の一つになると期待を持たせるものであった。現状のカイゼンは、日本が支援し
てきたEKIの訓練指導により一定程度根付いている。しかし、このカイゼンは、トップダウン的色彩が強い
と感じた。本来の「カイゼン」は、現場からのボトムアップによる浸透性と持続性を持った活動である。
また、チームワークや会社に対する忠誠心という企業風土は全員参加で作っていく必要がある。カイゼン
を単なるQC活動1で終わらせて欲しくない。今後日本の製造企業の進出により、模範を示すことができれば、
更に説得力のある活動となる。近い将来その日が来ることを切望する。

09  橋本　佳澄  海外の民間企業を誘致したいようだが、日本からエチオピアへ民間投資はほとんど行われていない。なぜか。
距離だけの問題ではないだろう。人材の不足やインフラの未整備をはじめとして、エチオピア側がビジネ
スの基盤を欠いていることが要因ではないだろうか。エチオピア政府の意思決定の遅さもそれに拍車をか
けているといえる。 その一方で、OK JAMAICA社の靴工場では、カイゼンの精神が随所に行きわたって
いるのを感じた。安定した生産ラインがあるおかげで、海外との取引も積極的に行われている。日本式の
品質・生産性向上の理念が導入されなければ実現しなかっただろう。

10 三谷　剛  １人の女性が、どうやってカイゼンを適用させるのかをホワイトボード上のタスク一覧で説明してくれま
した。いくつかのテーブルで、４人が１組になり検討している部屋でのことでした。作業の合間でありな
がら、１つ質問するとその倍は勢いよく話してくれる様は自分の仕事に誇りを持っていることを感じさせ
ました。
 そして、カイゼンを適用した靴工場を訪問した際に、工場長は「Quality（クオリティー）こそが生き残る
カギだ」と言い、日本から積極的に学び、見せびらかすかのように工場を案内してくれました。KAIZENは
ソフトであり、それが働く人の誇り、姿勢に繋がっています。ハードであるインフラは効果が見えやすく
効果も測定しやすい傾向があります。日本が提供したカイゼンというソフトは、効果測定はしづらいですが、
大いなる可能性があることを感じました。

11  金子　卓渡  当初、日本で生まれたカイゼンの考えがエチオピアで根付くのかと疑問を持っていた。しかし、カイゼン
を国策にしているというだけある。単なる生産性向上のツールではなく、「昨日より今日、今日より明日」
といった永遠の哲学として普及させる意気込みが窺えた。カイゼン活動を取り入れた現場として、革靴を
製造する工場を見学。入口にはカイゼンボードが張られ、工場内は整理整頓されていた。EKIの指導により、
既存の設備のまま１日96足から288足と大幅に生産性が向上したという。今後、エチオピア発展の要とし
て活動がさらに高度化され、国際的に通用するレベルになることが期待される。そのためには、短期的な
成果に満足せず、現場レベルの人間も向上心を持ち続けられる仕組みを整え、さらにそれを持続性させる
工夫が必要と感じた。

1　QC活動：Quality Control。品質管理。
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視察先別報告　エチオピア
【無償資金協力】
国道一号線アワシュ橋架け替え計画
概要
エチオピアにおける道路の少なさと道路状態の悪さを改善するため、JICAは各国ドナーの協力を
得つつ、幹線道路の整備や農村道路の拡大を図ってきた。その一環としてのアファール州のアワ
シュ橋架け替えは、同国輸出入の90％を担う国際回廊であることから、同国総人口8,282万人へ
の裨益が見込まれる。2014年６月末時点での進捗率は85％で、橋梁部の施工はほぼ完了し、残
すはアクセス道路の上層路盤工と表層加工である。

01  井口　久美子  1971年にイタリアによって建てられたエチオピアの経済を支える輸出入港のジブチ港とを結ぶアワシュ橋
は、腐食が進み現在一車両一方向のみの通行規制となっていて非常に危険な状態で、建て替えが急がれる。
日本の技術を駆使したメンテナンスフリーの100年もつコンクリートの橋の建設は、国の経済を長期に支
え発展させる重要なアクセスになるだろう。時間の感覚に違いのある現地人を雇用し、現地のセメントを
使いながら耐久性を重視する苦労が垣間見えた。ただ、少し下流に建設中の中国支援による鉄道陸橋は、
同じような経済ルートが同じ場所に必要なのか。それぞれの特徴を生かした多角的協力を各国が協議して
実施できれば効率的ではないかと思った。

02  板野　光司  輸出入の要である国道一号線の途中に、老朽化し１度に車１台しか通れないアワシュ橋がある。物流のボ
トルネックとなるこの橋を日本のODAで架け替えている。現場では、エチオピアが自立するための手助け
を誠意をもって行っている印象を受けた。アワシュ橋の建設では、現地のコントラクター（下請会社）、作
業員を採用し、人材育成を行っていた。一方、安全第一のため、日本から足場を運んできたりもしていた。
また、橋の建設を請け負っている日本のゼネコンも利益が少ないとのことで頭が下がる思いだった。
 現在、エチオピアには鉄道がない。日本が建設中の橋の隣には中国が鉄道を建設している。それに伴いアワシュ
川にも鉄道用の橋も建設していた。両方が完成した日には道路と鉄道の使い分けが重要になってくるだろう。

03  今村　健司  日本の橋梁工事技術は素晴らしいと思う。鉄道は鉄を使うので定期的な保守作業が必要だが、このコンク
リート製の橋は長期間に渡り保守不要だ。首都アジスアベバと港のあるジブチ共和国とを結ぶ国道一号線
に架けられたこの橋は、まさにエチオピアやその先のアフリカの国々とを結ぶ生命線。ピンポイントであ
りながら非常に貢献度の高い事業だ。安全な日本の現場で働くことを望むエチオピア人もいるそうだ。プ
ロジェクト管理能力も抜群に高い。品質の高くないエチオピア産コンクリートを適切に使えるように工夫
し、疫病に対処しつつ、現地周辺で起きる遊牧民同士のいざこざを避け、健康面ではフィリピンで雇い入
れた料理人を連れ、現場監督には優秀なエチオピア人を立てる。ほぼ完成したこの橋には、これから柱の
橋面板にエチオピアと日本の国旗を付けるそうだ。この報告書が出版される頃には完成した橋が利用され
ていることだろう。

04  久保　雅義  「この橋は100年もちます」そう誇らしげに言いきる担当者の顔は技術者としての自信に満ちていた。この品質
を得るためには、セメント等の一部資材はエチオピア産だが、建材等は日本からの輸入が必須であり、現地作
業員の育成の手間も惜しんではいられない。現地での生活は現場と宿舎の往復のみで、たいした娯楽もない。
現在は日本国内での建築需要が高く、あえて遠く離れた海外で橋の建設を請け負う経済的な理由はあまりない。
 しかし、エチオピア経済の大動脈である国道一号線にかかるこの橋の重要さは今後も長期にわたり輝きつ
づけるもので、ここにJAPAN QUALITYの「作品」を残すことができるのは、日本のプレゼンスを示す正
鵠を射た事業であると納得できた。

05  進藤　千枝  国道一号線は、エチオピアの生命線。その生命線にかける橋の建設は、日本のODAの神髄を見たようだっ
た。過酷な建設現場で、日本人らしい細やかな気配り心配りをして建設作業に取りかかる。「橋」は、多く
の物資を運ぶが人々の心も運ぶ。その橋の建設に関わっている専門家は、「橋」という物を残しつつ建設に
関わったエチオピアの人々の心にも「橋」を架けたのではないだろうか。現場では働くエチオピア人を訓
練しながら作業を行うなど、日本での建設現場ではない苦労も多くあったと思う。しかし、日本の技術力
の高さ・品質管理の確かさ・現場での作業の安全性など有形無形のものを伝えられたと思う。
 交通インフラの整備は、国家経済の発展に多く寄与する。「100年安心」の橋の完成によりこの国が目指す
中進国に一日も早くなることを願っている。
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06  塚田　好美  衝撃的事実があった。日本がアワシュ橋を架け替えている真正面では中国支援により鉄橋が作られていた。
そればかりか、輸出入も含め産業面でも重要な２都市（アジスアベバとアダマ）をつなぐ高速道路まで中
国政府の協力により作られていた。完成後のアワシュ橋は、本来の期待に対して、どれ程利用されるのだ
ろうか。完成後、橋自体は100年間メンテナンスフリーとは言え、交通利用量の経過観察は必要だろう。ま
た、まちの各所で建物や道路の建築工事が目に止まり、それらの多くは、大規模かつスピーディーな中国
支援によるものだと気付いた。日本と中国の支援内容について、アジア圏内での調整や役割分担を検討す
るべきではないだろうか。

07  冨田　すみれ子  「国民の血税でまた海外に橋を作っているのか」、そんなフレーズをよく聞く。国民の理解を得られていな
いODA資金使用用途の代名詞の様な「橋」であるが、今回アワシュを訪れてその「橋」の重要性について
気付いた。インフラ整備が、全ての始まりであるからである。インフラが整っていなければその場所にお
いてビジネスをする事も難しい。実際にエチオピアの輸出入の90％を担う隣国ジブチ港とアジスアベバを
結ぶ主要貿易路である国道一号線。今年一月には安倍首相がエチオピアを訪れ、日本企業のエチオピアへ
の誘致を約束し、現地の日本企業への期待は高まるばかりだ。急激な経済発展を遂げるエチオピアと、日
本がビジネスパートナーという関係性を発展させていくにおいて、インフラ整備は今最も必要とされてい
る投資であると考えた。

08  中村　明夫  アワシュ橋の目の前に資源獲得政策を背景にした中国の鉄道橋建設が平行して進められており、「日本人と
して負けられない」という愛国心をくすぐられる場所であった。「ここに関東大震災級の地震が来ても残る
のはこのアワシュ橋だけで、鉄道橋と異なり今後のメンテナンスも不要」と、説明して頂いた日本人工事
責任者の発言に強列な自負心と責任感を感じ、まだまだ日本も捨てたものではないなと不思議な信頼感が
広がった。輸出入の物資移動に必要な港を持たない内陸国のエチオピアにとって、隣国ジブチに抜ける国
道一号線は、同国の生命線。厳しい環境でひた向きに橋の架け替えを進める日本人関係者の皆様を誇りに
思う。昼食に出して頂いたカツカレーが懐かしい。

09  橋本　佳澄  真横に中国の橋が建っている。技術移転や環境への配慮という点で日本が優れているとのこと。とはいえ、
道路をはじめとしたインフラ分野において、他国の支援活動にあまり敏感になりすぎる必要もないだろう。
中国はまぎれもなく、現在のエチオピアを支えている有力な援助国のひとつであり、その事実は変わらない。
今後日本がエチオピアへ投資をする際には彼らが築いたものを積極的に利用していけばよいのではないか。
インフラ面の支援は日本の得意分野だが、支援だけで終わらせてはいけない。整備されたインフラを利用
して、日本の企業がエチオピアに投資をし、雇用が生まれ、現地の人々の生活が向上することこそが真の
目標だろう。

10 三谷　剛  アワシュ橋は内陸国であるエチオピアにとって、輸出入が可能な隣国ジブチへつながる唯一の経路上にあ
ります。首都からアワシュ橋までの経路上で中国による高速道路、自動車工場など大型インフラ投資の現
場を見かけました。そして現場でも日本が架ける車道用のこのアワシュ橋の隣で中国が鉄道向けの橋を架
けていました。ここは日本と中国の国際協力が対比して見える場所でした。中国から労働者を連れてきて、
早く、安くインフラを作り次へ去っていくスタイルと、現地人を雇い、教育して、道具を日本から持ち込み、
残していく日本。どちらの国が良いということではなく、現地人の生活、知識水準を高めることで、将来
日本企業が進出した際の工場で働いてもらう、日本の製品を購入してもらうなどWin-Winを目指す国際協
力は長期的な関係を築くことに貢献していると感じました。

11  金子　卓渡  首都アジスアベバからバスに揺られること約６時間、国道一号線アワシュ橋へ。窓の外では、悪路を大型
トラックがひっきりなしに往来していた。内陸国であり、隣接国の治安が安定しないエチオピアでは、輸
出入の90％を占めるジブチとの円滑な物流が欠かせない。その要となる橋を日本の支援で架け替えること
には大きな意義があると感じた。至る所で他国が大規模なインフラ開発を行なっているが、自国の従業員
を連れてきて工事を行う上に品質への懸念もあるという。アワシュ橋は長期間メンテナンスフリー。また、
現地の人々と協同して建設し、日本の技術を伝えている。人を育てるという日本のODAの良いところだ。
比較優位を活かし要所を押さえた支援をしていることが理解できた。
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視察先別報告　エチオピア
【青年海外協力隊】
体育隊員活動視察
概要
エチオピアで体育は、保健・体育科目として確立しているものの、設備や道具の不足とともに、身体
を動かし実技を指導できる教員が不足しており、理論中心の授業となっている。この課題に取り組む
ため、青年海外協力隊はオロミア州の公立アワシュ・マルカサ高校で体育の授業を担当し、現地で
利用できる材料を利用した教材の製作や、実技授業の工夫について協力している。また、他の体育
ボランティアや配属先省庁などと連携し、教員の技能向上を支援することも期待されている。

01  井口　久美子  高校の体育指導で派遣された隊員に案内され、荒れ地のグラウンドを見て回った。隊員が草抜きから始めた
運動場は未だスポーツするには不具合で、グラウンドはあってもボールがないサッカー、ボールはあるがネッ
トがないバレーボール、と設備や道具がない。体育は身体を動かすためだけにあるという概念の中で、体操着
を忘れずに持ってくるようになったのは情操教育にもつながるようで嬉しいと隊員は言う。保護者、校長は隊
員に一定の評価をしている。教員同士の関係も良好とのこと。現地教員の報酬は安価でバブルジョブもあるら
しく、今後は教育の質確保のための対策が必要であろう。前任者が校舎壁面に描いた心臓の絵に、そこにあ
る物を使って高度な教育につなげようとする知恵をみた。二期目の今回の派遣で終了するのが残念である。

02  板野　光司  日本の大学を出たばかりの24歳の青年が、現地の言葉もわからない中、２年間エチオピアで体育教師をし
ていた。グラウンドがなかったため、草抜きから始めてグラウンドを作った。今でもボールがないために
サッカーすらできないと聞いて、苦労していることが伺えた。授業計画を立てても思うようにいくことは
少なく、試行錯誤の繰り返しであるとのことだった。そんな中でも、彼はイキイキと活動しており、日々
楽しんでいるように感じられた。熱い想いを持った他国の青年と交流しながら、エチオピアの子供たちに
も良い影響があればいいなと思う。
 帰国後は教員採用試験を受け、体育教師になりたいという。日本に帰ってからも今後の彼や彼が将来教え
る子供たちに大きな影響があるだろうと思った。

03  今村　健司  社会主義が終わった1991年当時、この国の人口は約5000万人だった。いまは9000万人以上に急増してい
る。貧困に苦しみ知識層は海外へ流出した。現在、学校を増やしつつも、教える教員が足りない。エチオピ
アの体育科目には日本で見られるような情操教育やチームビルディングといった教育目標が無い。そんな中
で北島隊員は、明るく前に進む信念を持っている。彼はここにやって来てから長く放置されていた校庭を草
刈し、生徒達が運動できるようにした。授業方針と計画を練るのも同僚教員の中では初めてだ。生徒の親御
さんは外国から来た若い体育教師に好意的だという。信念を持って、自ら考えて、行動する、北島隊員の熱
心な活動とそのカラッとした明るい性格は、エチオピアの未来を明るくする原動力になっていると感じる。
日本に戻ったら教職につきたいと語る彼。日本の子供達にとっても最高の教師になるに違いない。

04  久保　雅義  「世界も、自分も、変えるシゴト。」というポスターをみて、青年海外協力隊への応募を思い立った彼の表
情には「信じる者」だけにみられる力強さがあった。若い体育教師である彼には日々の奮闘をそのまま自
身の血であり肉とするだけの力があり「今の経験は今後の役に立ちそうかい？」という問いに対して「絶
対になると思います」と即答する。しかし彼の現場での活動が国の教育ポリシーに影響を及ぼすには果て
しない道のりがあることも事実だ。
 彼が日本に戻ったあと「学校の教員になる」ことで彼のすばらしい資質と経験が100％活かされたことに
なるだろうか？それを「超えた」より大きな目標をもって突き進んでくれるのではないか、とワクワクし
た気持ちを抑えきれない。

05  進藤　千枝  教育環境が日本とまったく異なり、未整備なままのグラウンドや用具が整わない学校で、生き生きと活動
している北島隊員の姿が印象的であった。子供の教育は、国の未来を作る。その一助を担う北島隊員は、
活動する喜びにあふれていた。いろいろな苦労があると思うが、何かを作り上げる喜びは、何物にも代え
られない。学校の教育課程の未整備などには、多少の疑問を感じた。ただ、“自分たちの生活の向上は、教
育にある”と感じている生徒が多いという話には希望を感じた。
 ７年生から、すべての教育を英語で行うということは、政府が世界に目を向けている証拠であろう。青年
海外協力隊員のアグレッシブな姿は、すがすがしいものであった。
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 06  塚田　好美  体調不良のため参加できなかったが、参加者からのレビューを聞くと、青年海外協力隊員である北島隊員
の人柄と熱意に、皆が感動したようだった。体育の授業が理論や目的の伴った実技体育ではなく、単純に
身体を動かすだけのものとして考えられているエチオピアで、根本的考え方から変えることは、人一倍の
情熱と根気が必要である。その気持ちが国際協力レポーターにも伝わったものと思う。このように熱心な
青年海外協力隊が安心して活動を続けるために、帰国後の就業についても支援が必要だと感じた。青年海
外協力隊は、生活するにも神経を使うような異国の地で活動しているのだから、活動中だけではなく、帰
国後のサポートも一定程度必要だと思う。JICAと、行政や企業とが連携し、帰国後の就業支援まで行えた
なら、青年海外協力隊はより集中し、安心して活動ができるのではないかと考えた。

 07  冨田　すみれ子  「電車の中吊り広告にあった青年海外協力隊募集の『世界も、自分も、変えるシゴト。』という言葉を見て
応募した。」応募した時のきっかけを北島隊員はこの様に語った。北島隊員のその真っすぐな想いと、教師
としての仕事に対する真っすぐな姿勢は日本の未来に希望さえ見いだせた程だ。だだっ広い草原に突然現
れる小さな村での生活は決して便利でも楽でもないはずだ。そんな状況であっても、まるでエチオピアの
子ども達の様なキラキラし澄んだ眼差しで、自分が経験した苦悩や挑戦について北島隊員は話してくれた。
きっと現地の生徒達は彼から体育だけでない沢山のものを学び、日本帰国後に北島隊員から体育を学ぶ日
本の生徒達もまた多くを学ぶのであろう。

 08  中村　明夫  日本の学校をイメージして訪問し、そのギャップの大きさに驚く。職員室とは思えない雑然とした風景や
粗末な机や教材類、雑草が生い茂り、でこぼこでヤギの糞が散在するグラウンド。教育環境の厳しさを認
識した。生徒たちはセカンダリー（中学校相当）から英語教育が実践され、３割余りしかその上（プレパ
ラトリー）に進学できないという。他国の言語である英語を受け入れざるを得ない状況に開発途上国の現
実を見た気がした。他言語を受け入れたら、文化も受け入れることになり、エチオピア人のアイデンティ
ティの喪失を危惧してしまう。現地に派遣された青年海外協力隊員のタフさ、純粋さに感心。授業は１コ
マ40分で準備を考えると実質25分程度しか指導できない等の困難はあるが、馬飛び等人気種目を通じ日本
の体育教育の良さを定着させてほしい。

 09  橋本　佳澄  グラウンド整理から始めなければならないことに驚いた。お膳立てされている場所で活動するのではなく、
文字通り自分で開拓していかなければならない。信念がなければ務まらないだろう。北島隊員は、生徒は
もちろん、同僚の教員やPTAにも好意的に受け入れられているようだ。ひとえにその彼の人柄によるもの
だろう。エチオピアと日本間のパブリックディプロマシー2に大変貢献していると思う。教育も大切だが、
一般の人たちに好印象を持ってもらうことが青年海外協力隊のもうひとつの使命なのではないか。

 10  三谷　剛  青年海外協力隊の24歳の若者のまっすぐ過ぎる眼が印象的でした。現地語での会話、畑作業が原因で突然
不登校になる生徒など想定外の問題を笑顔で説明してくれる様は、柔軟性の高さと気配りが出来るからこ
そ首都アジスアベバから車で約４時間離れた田舎町でも生き残っていけるのだろうと感じました。

     彼の夢は日本で教師になること。彼のような若者が成長して、次の世代の子供を育てることは日本の未来
を成長させることに他なりません。体育教育を改善していくという当初の任務でエチオピアへ貢献するこ
とはもちろん、それ以上に彼を支援しているODAは日本の若者を成長させる場を提供することで見返りを
十二分に得ていると感じました。

 11  金子　卓渡  授業の時間が40分、準備を含めると教える時間が少ないという。グラウンドを整備し環境を整え、どうし
たら授業に興味を持ってくれるかと北島隊員は試行錯誤されている様子だった。帰国後は教師を目指すと
いう。大学卒業後、今の自分に教えられることがあるのかと悩み、青年海外協力隊の広告を見て応募した
という。その瞳はどこまでも真っ直ぐで情熱的だった。当初は日本人が体育を教える必要性に疑問を持っ
ていたが、グローバル教育の意味合いを兼ねていると感じた。私は幼い頃、小学校に外国人教師が来た時
のことをよく覚えている。陽気な先生で、行ったことも無いその国が好きになった。情報の少ない田舎で
は出会う人１人でその国の印象が形成されることもあるだろう。北島隊員に教わる子どもたちは日本に親
しみを持ち、好意的に見てくれているはずだ。

2　 「パブリック・ディプロマシー」：伝統的な政府対政府の外交とは異なり、広報や文化交流を通じて、民間とも連携しな
がら、外国の国民や世論に直接働きかける外交活動のことで、日本語では「対市民外交」や「広報外交」と訳されるこ
とが多い言葉です。
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視察先別報告　エチオピア
【技術協力プロジェクト】
農民研究グループを通じた適正技術開発・普及プロジェクト
概要
伝統的な技術に依存しているため生産性が低く、食料生産と供給が安定していないエチオピアの
農業を改善するため、エチオピア農業研究システムにおいて、農民研究グループ（FRG）アプロー
チが定着することを目標とした、適正技術開発・普及プロジェクト。2004年から５年間実施した
先行プロジェクト「農民支援体制強化計画」で策定された「FRGガイドライン」を、全国85カ所
の農業試験場（連邦政府あるいは州政府に属する）と大学に広め、農民ニーズに根ざした参加型
研究を制度化することを目的としている。

01  井口　久美子  エチオピアの農業部門の重要性は大きいが、伝統的技術に依存していて従来の手法により生産性が低い。
品種改良に焦点を当てる支援は農民のニーズに沿っておらず、農民参加型技術開発の実施となった。持続
性があり、生産性の高い農民自身の技術革新を目指しているが、エチオピア農民には保守的な考えが多く、
一つ一つやってみせることが浸透の道だと言う。革新的試みとして携帯電話を使った市場情報の入手も研
究課題。基礎的研究と農場での応用技術開発を連携する体制の構築が課題とのこと。夫と共に女性の参画
が多いそうで、進捗状況は良好である。支援の成果が見られ、今後が期待される。

02  板野　光司  エチオピアは広く、地域によって標高や雨量が異なるため、それぞれの気候に合った品種を選ぶ必要がある。
世界中から植物の種を集めて、栽培し、それぞれの気候に合うか試すのだそうだ。作物はエチオピア国民
のためにも作られるため、「質」および「量」の農業を目指している。
 日本からはJICAが日本人の農業専門家を派遣したり、現地の試験農場にオフィス用品をそろえたりしてい
た。現地の農業研究者が日本に留学できるような制度があり、日本人の専門家がエチオピアへ、エチオピ
ア人の研究者が日本へという交流の仕組みができていたのは良いと思った。
 工場には耕作機械があり、農機の開発を自ら行っていたが、日本の機械・電機系の技術者が一人でもいた
りすればより改善されると思う。

03  今村　健司  作物改善を行う試験場を視察した。緑豊かな試験場内に流れる風が心地よい。ここでの改善目的は生産量
と市場価値の向上である。例えば乳牛の搾乳量は大幅に向上した。エチオピアは多様な自然環境を持つ国
であり、その要件は様々だ。ここで働くBedru博士は、JICAの育成支援を受けて日本の大学院で博士号を
取得した。共に働く専門家らの士気も高い。開発中の農機具の改善点を熱心に説明してくれた。設計から
開発・テストまで全てここで行われている。エチオピアは2000年代に入り数度の旱魃に襲われた。特に低
地乾燥地区での灌漑農業の研究が急がれている。研究費が少ないと言う声もあったがそうした援助はせず、
人材開発面に注力した日本の協力方針は、大変効果的であると感じる。

04  久保　雅義  「JICAがもう少し援助を続けていてくれれば、もっと多くの苗を農家に配ることができるのに…」と、それ
までいきいきと自分の仕事を説明してくれていた品種改良の技術員の声が突然曇ったのが強い印象を残し
た。対照的に、パイプや金属板からエチオピアの農地でつかえる器具・機械を開発・制作する技術者達が、
自分で工夫した作品の説明をしてくれる時の目の輝きには力強さを感じた。
 エチオピアは高低差のある国で、農産物を育てる環境は地域により千差万別である。そのため、地域の農
家の要望をとりいれそれぞれの地域で最も成果のあがる手法を開発して広げていく必要がある。日本の技
術支援は成果をあげている。しかしそれを産業として広げていくためのメカニズムが働いておらず、別の
タイプの支援が必要と感じた。

05  進藤　千枝  単なる試験場ではなく、発信基地としての役割を果たしている。
   日本の技術協力がよく根付いていると感じた。日本の援助を受けてはいるが、エチオピア人の手にゆだね

られた部分が多くあり、農業技術の向上の意識も改善されているのではないかと思った。ただ、農業は自
然が相手なので、乾期の時の生産のあり方、作物の品質管理など難しいものもたくさんあると感じた。
 研究員と普及員と農家の人々が、いかに同じ方向性を見つけ生産性の向上や農家の収入の安定、生活の質
の向上につなげられるかが、課題であろう。
 農家の意識改革には、なお多くの時間を必要とするであろうが、メルカサ試験場では、解決策を見いだし
ていけるだろう。
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06  塚田　好美  「ここで育てているのは、ただの植物の芽じゃない、明るい未来への芽だ！」メルカサ試験場では世界各国
の様々な植物を、つまりは世界の情報を集め、育て、この地に適合し、高い能力を発揮する品種の開発を
している。GDPの農業割合が40％以上占めるエチオピアでは農作物の生産性を向上させることは重要なこ
とである。そこには未来を左右する程の責任と期待があることを知り、「未来への芽を育てている」と感じ
た。また、エチオピアから日本へ留学生を派遣し、大学で技術を学んでくるという取り組みがある中で、
日本での生活は大学と寮間の往復だけだったという留学生がいた。必死に勉強することも大切だが、日本
の人々や文化に触れ、技術以外の面も学んでほしい。留学生を受け入れる日本側としては、その交流の機
会や場面を提供できるような体制を整えることが必要だと感じた。

07  冨田　すみれ子  視察不参加（体調不良の為）
 

08  中村　明夫  農業支援は、今後も日本の出番が十分あるのではないかと思わせてくれた視察であった。試験場内は、日
本の農村風景とさほど違いはない。アボカド、マンゴー、バナナなどの作物の品種改良や農業器具の改善
を通じての日本の支援は歴史がある。説明や案内をしてくれたエチオピアの研究者は日本に留学経験があ
り、歴史の長い日本の支援に感謝していた。試験場の技師の話の中にJICAの支援が以前ほどではないとい
う不満ともとれる声があったが、JICAへの信頼感は揺らいでいない。農民たちが自らの力で問題解決をす
る能力を獲得できるまで、今後も息の長い支援を望みたい。

09  橋本　佳澄  プラントが実に整然としていた。技術者たちの厳しい指導の成果だろう。それとも、カイゼンの精神がこ
こにも根付いているのだろうか。プロジェクトのレベルを上げる余地はまだ十分あり、技術協力もさらに
必要な段階である。日本からみて、初期の目標は達成されているとしても、期待通りの成果は上がってい
ないといえるのではないか。農業は今後の成長が楽しみな分野でもある。そして、農業技術の普及はエチ
オピアにとって喫緊の課題だ。しかし、同時に田畑そのものの拡大も重要ではないか。移動中、土地はあ
るのに耕作地が少ない印象を受けた。農業のより良い発展のためにも、FRGの今後のあり方について議論
が必要であろう。

10 三谷　剛  「農業はノウハウの塊である」、エチオピアで10年にわたって農業の専門家として従事されている日本人か
ら聞きました。エチオピアは高低差が大きく気候も異なるため、画一的な手法では収穫量の向上が望めな
いことを知りました。このような状況への対応方法を研究するのが、メルカサ試験場です。
 農業は現地で腰を据え、技術移転・人材育成を行う必要があることから、日本の協力方法は他国と比較し
て優位であり特徴です。日本の農業のノウハウだからこそ知っている、出来ることがここにはありました。
 日本の農業は長期にわたる減反政策、JA（全国農業協同組合連合会）改革などが続いています。日本の農
業は、道具だけではなくノウハウを海外へ提供することで更に成長出来るのではないかと感じました。

11  金子　卓渡  就農人口85％のエチオピアにおいて、FRGアプローチは国民の生活水準の向上に大きく貢献すると考えら
れる。道中で農業の様子を見ることができたが、広大な農地を手作業で管理しており、機械化はまだまだ
進んでいなかった。メルカサ試験場では、品種改良した農作物や農機具開発の様子を見学した。現場の説
明によると、開発された機械は手押し式のもので１台約10000ブル（日本円で2000円相当）とやや高額な
印象だった。（現地農民の平均月収は約1000ブル（日本円で200円相当、１ブル＝日本円で約５円））農民
は保守的な人も多く、新たな提案をしていくことは苦労も多いようである。研究開発した成果を効果的に
運用していくためには、マーケットの開発や農民への更なる教育が必要不可欠であると感じた。
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視察先別報告　エチオピア
【シニア海外ボランティア】
水道施設計画シニア海外ボランティア、電気施設設計シニア海外ボランティア活動視察
概要
人口増加が著しい首都アジスアベバ市の水道供給能力は約50％で、漏水などによる無収水率は
40％近い。アジスアベバ市上下水道局は水道供給量を増加するため、水源開発、浄水場拡張やリ
ハビリ、水供給システム改善などの事業に取り組んでおり、特に漏水量削減等の無収水対策を重
点課題としているが、経験値のある技術者が不足している。そこで漏水対策などの経験を有する
シニア海外ボランティアは、無収水率の改善について事業への助言を行う。また上水道の管理シ
ステムの導入・整備に係る技術的な指導や助言、既存の電気制御設備の改善についての取り組み
も行う。同局に派遣されているボランティアが互いに協力して課題解決にあたることが期待され
ている。

01  井口　久美子  アジスアベバの水道供給率は約50％で、漏水、盗水、水道メーターの故障などが原因で、無収水率は40％
近いと言う。ちなみに東京は約４％である。水道メーターは日本のように８年ごとに取り換える規定はなく、
壊れるまで修理して使う。水道の使い方も荒く、すぐ壊れる。日本で研修を受けたエチオピア人がいるが、
日本の技術が進んでいることを知っていながら自国を改善できないことにエチオピア人スタッフが大きな
ジレンマを感じているようで、彼らとの信頼関係を大切にしながら指導に当たっている苦労が感じられた。
エチオピア人スタッフの自立を目指し大きな役目を背負っている責任感を強く感じた。シニア海外ボラン
ティアの人柄が垣間見える話が聴け、我々の刺激にもなった。

02  　板野　光司  ２人のシニア海外ボランティアが水道局で働いていた。マネジメントと電気系の技術指導をされていた。
二人とも定年退職後、日本に家族を残しこちらで活躍されているとのこと、頭が下がる思いだった。
 マネジメントでは、日本のやり方がエチオピアで受け入れられることは少なく、大変苦労しているように
見受けられた。エチオピアの人は、日本らしさは期待しておらず、エチオピアらしいやり方で成果を出し
たいと考えているように映った。日本での研修に参加した職員もいるとのことで、お互いの国の違いを理
解した上で協働しようという試みは大変良いと感じた。
 一方で技術は世界共通言語である。エチオピアの技術者も日本の技術で問題解決することを大いに期待し
ており、役に立っているように感じた。

03  今村　健司  水道設備の無収水対策は、重要かつ気の遠くなる大変な作業だ。水道管を流れるうちに40％が失われてし
まう。東京都が3.7％だから相当なロスだ。ほぼ毎日市民から寄せられる断水の知らせに対してエチオピア
人技術者リーダー達は毎日奮闘する。シニア海外ボランティアとして派遣されたお二人は、そんな努力を
日々続けるリーダー達を支えたい、という。日本人に対する印象は大変良い。これまでの真摯な支援があ
るから気持ちよく働けるのだ、とお二人とも知っている。オフィスに案内され、電気工学の本の隣にエチ
オピアの歴史本が置いてあるのが目に入った。エチオピア人が何故そう考えるのかを理解しようと努める
その姿勢。なかなか変わらない状況のなかで、「広い世界のなかにこんな国が一つくらいあってもいいじゃ
ないか」と相手を認める懐の深さ。深い愛情で包み込むその姿勢に感じ入り、気がつくと目から涙がこぼ
れていた。

04  久保　雅義  「蛇口をひねればそのまま飲める水がでてくる」のが当たり前の日本にいては、上水道供給のインフラ整備
とその管理について考えさせられるチャンスはほぼない。首都アジスアベバの水道インフラは上水道の水
の供給こそ整備されてきたが、その40％は水道料を徴収できずに消えてしまっている。
 この無収水問題に立ち向かうシニア海外ボランティアとして水道・電気設備に関わるお二人は、日本では
既に「引退」がちらつく年齢である。この年齢にならないと、ボランティアというポジションでこの仕事
はできないが「生きがい」の実現として他の人にも大いに勧められると言われた。今の日本で１）引退に
近く、２）健康で、３）技術指導に生きがいを感じられる人材はどれほど存在するでしょう？私自身もシ
ニア海外ボランティアを考えてみてもいいなと思わされた。

38

エ
チ
オ
ピ
ア

東
テ
ィ
モ
ー
ル



 Federal Democratic Republic of Ethiopia

 05  進藤　千枝  「電気」「水」「トイレ（下水）」は、ライフライン。その整備にシニア海外ボランティアとして活動してい
る河村さん、桑田さんには、日本人の誇りを感じた。エチオピアで働き、指示しながら作業するには困難
も多くあるだろう。しかしそれを上回る生き甲斐・働きがいもあるだろうと思った。この国の歴史や風土、
国民性にまで深い理解を持っていることにも感銘を受けた。この国のあり方や国作りに関わっているとい
う誇りを胸に「100年後」のエチオピアの未来に希望を見いだしていた。自己の経験が活かせるシニア海
外ボランティアは、日本の国際協力の良さではないだろうか。

 06  塚田　好美  シニア海外ボランティア（SV）の「立場」と「役割」そして「責任」。この３点について考えた。SVの「立
場」は日本から派遣された「ボランティア」。雇用主でも従業員でもない。指示を受け入れてもらえなかっ
たり、大事な決定はできなかったり、立場と責任の面から与えられる権利が限られる。また、ずっとこの
地で働けるわけではないSVが、自分で問題を解決してしまうと、現地の人に技術が身につかない。SVの役
割は技術を現地に伝えることであり、主体的ではなく、補佐的に働かなくてはならない。これらを担うSVは、
自分の立場と役割を理解した上で活動しなければならず、やりすぎてもやらなさすぎてもいけない。この
ようなヒトを伴う事業は、地道で長期的なものであり、日本や日本人気質を大いに活かすことができる国
際協力のあり方だと感じた。

 07  冨田　すみれ子  視察不参加（体調不良の為）

    

 08  中村　明夫  アジスアベバ市の現状40％の無収水率を2020年までに20％にすることが目標となっている。しかし、日
本より派遣されたシニア海外ボランティアお二方のご説明を聞くにつれ、それがスローガンでしかないこ
とを実感した。無収水の主な原因が漏水であるとお伺いしたが、それは現象に過ぎない。真の原因は、働
いている水道公社員の無責任体質にある。漏水は、原因ではなく、その結果であると思う。漏水対策をやっ
てもやらなくても待遇が変わらないのであれば、誰もやらないだろう。改善提案を十分理解していても実
行しないという状況は、民営化など強烈なインパクトが無ければ今後も続く可能性は高い。シニア海外ボ
ランティアの皆様は、仕事に責任を持つことを言い続けることで十分その職責は果たされていると思う。

 09  橋本　佳澄  他の視察先でも感じたが、青年海外協力隊の隊員たちは派遣先での２年を大変短いと思うようだ。みな焦っ
ているし、憤っている。こんなインテリジェンスのある人たちが能力を十分に発揮できずにいるのはエチ
オピアにとって損失だろう。２年終わればまた新しい人が来るが、その度に現地の人との信頼関係を築き
直さないといけないのではないか。中途半端で活動を終わらせることに対して無力感を抱いて帰国するよ
り、納得できるまで何らかの形でプロジェクトに携われる派遣内容があってもいいと思う。

 10  三谷　剛  「世界にこのような国が一つはあっても良いではないか？」シニア海外ボランティアの一言が国際協力の根
幹を言い当てているように感じました。この言葉は水道局のトイレの水が止まっても悠長としているよう
な問題意識の低さが話題になった時でした。「スピード第一」「成長」が良し、それ以外はダメというのは
画一的な考え方ではないかと思いました。

     エチオピアは西欧列強の植民地化から自国を守り抜いたアフリカで唯一の国であり、3000年の歴史を持ち
ます。それ故に誇り高く、変化を避ける傾向があると一般的に言われています。そこから醸成されている
国民性は尊重されるべきです。誰が国民性を変えるのか？変えることが出来るとしたらエチオピア人しか
おらず、援助をしている日本ではないと思いました。国際協力＝支援であり、一方的な関係を築く国もあ
りますが、日本は相手国の国民性を尊重した上で支援していくという心構えを聞けたように感じました。

 11  金子　卓渡  エチオピアの日常を陰ながら支える日本人の姿に感銘を受けた。水資源には比較的恵まれているが、40％
と高い無収水対策が喫緊の課題である。シニア海外ボランティアのお二方ともかなりのベテランだが、現
地職員の教育水準の低さや問題を問題と思わない姿勢には苦労されている様子だった。日々、仕事の合間
を縫って彼らの教育をしているという。現地職員が来日して研修を行うも、シニア海外ボランティアに大
きく依存している現状から今後どのようにして自立していくかが問題と言える。国民のほとんどが毎日使
う水道。一般市民が身近な部分で日本の支援を認知しているのかは不明である。首都には韓国の先進的な
総合病院があり、現地での評判も良い。「分かり易く効果的な支援の在り方」とシニア海外ボランティア桑
田さんは語る。決して恩に着せるということではないが、支援を市民に認知してもらう仕組みをつくるべ
きだろう。
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視察先別報告　エチオピア
【青年海外協力隊】
デザイン隊員、経済・市場調査隊員活動視察
概要
エチオピア観光通商公社は、資源及び文化等を調査し、同国に適した観光土産物の製作及び販売
を主とした事業を行っている。しかしながら、市場の需要を考慮した製品、新製品の開発に取り
組む技術・知識のある人材が不足しており、各部門も組織的な運営機能が欠けているため、既存
の製品を市場に流すことが中心となっているのが現状である。そこで青年海外協力隊には、既存
の製品の質の向上と、新製品の開発、市場ニーズに合う新しいデザインの提案をすることが求め
られている。エチオピアの伝統的デザインを取り入れた魅力的かつ実用性の高い商品（家具、照明、
絵、インテリア雑貨、民芸品等）の開発と市場調査や市場開拓等の販売促進強化が期待される。

 01  井口　久美子  資源や文化を調査し観光土産物の製造、販売を主とした事業を行っている公社であるが、それが災いした
事例ではないか。視察した店舗は観光ルートには入っておらず、大規模な家具店では外交官しか買えない。
政府系企業であるがための大きな問題を感じた。固定価格制を用い、利潤追求主義ではない体質で店頭収
入は赤字だと言うが、解決のための研修は行っておらず、輸出定期取引は行われていない。現隊員は一年
半の活動の中で商品サンプルが一つ二つできた程度で、何をするにも手続きに時間が掛かりすぎ途中で頓
挫すると言う。家具の彫はカッターで掘る等、長年日本が機材提供と人材派遣を行ってきた成果がまった
く感じられず、国際協力の撤退検討も必要ではないか。なお青年海外協力隊員の派遣は今期で一旦終了と
のことである。

 02  板野　光司  観光局のデザイン担当とマーケティング担当として青年海外協力隊がそれぞれ１名ずつ活動されていた。
２人とも若く、経験豊富ではないことと、権限がないことで思い通りにいかないことが多く苦労されていた。
その中で、日々試行錯誤しながら何かできないかと動いている姿は、折角来たんだから何か少しでも役に
立ちたい、成果を出したいともがいているように映り、輝いて見えた。たとえ今回の期間内にエチオピア
に何かを残せなかったとしても、今後のより大きな挑戦をしていく上での土台になったに違いない。

     貢献度だけ見ればシニア海外ボランティアの方が青年海外協力隊よりも役に立っている印象である。しか
し、若いうちにエチオピアで経験したことは、今後の彼らの人生をより豊かにし、彼らが接する人たちに
与える影響は期待できると思う。

 03  今村　健司  自らの思い通りにモノゴトが動かない現場での青年海外協力隊の苦労を知る。観光通商公社社長のお話に
よれば、「エチオピアと日本は自然資源が乏しい点で似ている。経済発展を遂げた日本のイマジネーション
に大いに期待している」とのこと。しかし殆どの収益は免税店での売上だ。未熟な観光産業を立ち上げる
ために、予算が付かない中、自らの手足と頭を使って市場調査を行い、サンプル品を作って、デザイン隊
員としての使命を果たそうと、懸命に努力する青年海外協力隊の姿は立派だと思う。しかし受入先と青年
海外協力隊の双方のためにも調整作業には改善の余地があると思えた。青年海外協力隊が実施したアンケー
トによるとエチオピア人の支出の第二位はアクセサリーだそうだ。エチオピア人は美貌の持ち主であると
同時に、ファッション・センスもあるのかも知れない。近い将来、もっとファッションを楽しむエチオピ
アの人々の姿が増えるのではないかと、可能性を感じた。

 04  久保　雅義  エチオピアの政治・経済のシステムには社会主義国時代の名残があり、陰に陽に改革の妨げとなっている
ようだ。この公社には現在までに延べ20名程の青年海外協力隊員が派遣されてきた経緯がある。しかし現
任隊員の活動はさほど順調には見えなかった。要請されたデザイン開発も煩雑な手続きのためなかなか実
現せず、マーケティングも公式チャンネルを使うよりは、口コミやNGO経由がむしろ有効なくらいだ。

     青年海外協力隊の派遣は現地の要請に応じて行われるが、要請に応えることが成長や自立につながるのか、
その成果についての検証は「ボランティア」であるがゆえに求められていない。しかし、隊員は「青年海
外協力隊を後輩たちにも勧めたいし、将来も自分は国際貢献の仕事をつづけたい」と明るく語ってくれた。
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05  進藤　千枝  観光立国を目指すエチオピアだが、観光公社には、まだまだ改善の余地があると感じた。日本とエチオピ
アは資源が少ない国という共通点が多くある。ただ、観光資源の活かし方やエチオピアの人々の感性を活
かしながら、青年海外協力隊員のサポートを求めるなどの点では改善の余地があろうと思った。良い素材
も活用が十分になされないと宝の持ち腐れになる。エチオピアの良さを、エチオピア人自身が感じ切れて
いないのかもしれないとも思った。その良さを気付かせられれば、観光立国になりうるのではないだろうか。
隊員は、自分なりの方向性を見つけ自分のやり方で、精一杯の努力をしていた。

06  塚田　好美  エチオピア観光通商公社は政府機関であることから、青年海外協力隊は、申請等における手続き面で苦労
していることが伝わってきた。行政への手続きにおいて労力と時間がかかるのは、どの国でも、少なくと
も日本においても同じだと思った。最近ではICT（情報通信技術）の活用により、一部簡素化されてきたと
ころもあるが、行政への手続きはどれも面倒で融通が効かないと感じる。私が行政の立場だからこそ強く
感じたところもあり、日本でもこれから変えていきたいと考える点である。青年海外協力隊は、現地の体
制や仕組み等において、日本とは同じ/異なる部分を見つけ、日本の外からそれを見つめ直すことが求めら
れていると感じた。青年海外協力隊の方々には苦労する面は多くとも、それに立ち向かうことを忘れず、
帰国後の日本での活躍も期待する。

07  冨田　すみれ子  視察をした観光通商公社でもカイゼンが取り入れられおり、カイゼンの広がりにまた驚かされた。皆川隊
員のデスクがあるオフィスには“KAIZEN- 5s. Practice a GOOD Beginning. Never Ending practice”
という手作りのポスターが貼ってあったのが印象的だ。
 一方で、青年海外協力隊員の派遣の在り方に疑問を抱いた事も事実だ。要請があるからこそ派遣されるは
ずであるが、隊員の能力が十分に発揮されていない印象を抱き、派遣先の受け入れ態勢も見直されるべき
であると考えた。

08  中村　明夫  率直な思いを敢えて申し上げたい。この公社に優秀な青年海外協力隊員を送り続ける理由を見出せない。
1968年より短期シニア海外ボランティアを含め20名程度が派遣されていると言う。現隊員が１年半活動し
て様々な新商品やパンフレットの改善提案をしても予算化されず塩漬け状態になっているという現象は過
去にも似たケースが無かったのだろうか。「いくら成果を上げたところで給料が上がらないので公社員のモ
チベーションが上がらない」という公社側の事情もあるのだろう。水道公社の体質と同じである。免税店
の経営により、協力隊が派遣されているハンディクラフト部門は黒字を維持しており、この部門の向上に
力が入らないと言う。日本の納税者の税金から支出されている青年海外協力隊員の派遣コストはその成果
と十分に見合うものなのだろうか。

09  橋本　佳澄  想像以上に文化的な資源がないことに驚いた。しかし、何も無い状況から「考える」ことで商品を作り出
そうとしている青年海外協力隊の方々の熱意に頭が下がる。また、現状では問題が手続き上で多くあり新
商品の開発を進めるのもままならないと嘆いていたのが印象的だった。本当にこのままの支援体制でいい
のだろうか。現状が打破できなければ何らかの変革が必要だろう。何が今本当に求められているのかを常
に考えるべきである。援助の打ち切りはしないのだろうか。もちろん本公社に20年も支援を続けてきた日
本の協力姿勢は素晴らしいと思う。だが、エチオピア・日本の両国に国際協力への「惰性」は発生してい
ないだろうか。一度再考する必要があると思わせる現場であった。

10 三谷　剛  新商品開発は一年半活動していてサンプル品が一つ二つ出来た程度、20年前から変わっていない分かりに
くいパンフレットの改善原稿を作成したが予算がない、かつ手続きが役所的でなかなか進まないなど少し
残念そうな顔で青年海外協力隊員が状況を説明してくれました。このような、周囲を変えることが難しい
中で、エチオピア人の収入、週末の過ごし方などを独自に調査して、そこで売れるものを企画していました。
 本人たちは苦しい状況と推察しましたが、問題解決力を高め、周囲を巻き込むことで本人自体は成長してい
ると感じました。彼ら、彼女達しか知らないエチオピアの現地ニーズを細かく獲得しているはずであり、日本
企業が今後協力することで労せずニーズを取得出来る絶好の機会になると期待せずにはいられませんでした。

11  金子　卓渡  観光通商公社だが、ほとんどがVIP向けの免税店経営で成り立っているという話であった。青年海外協力隊
は要請に基づき活動しているが、当初依頼されたものと実際の仕事内容は異なり、その必要性には疑問が
残った。観光客を対象とした商品開発を行う隊員の方は、企画がなかなか実現しないと悔しそうな顔をされ
ていた。２年という任期の中で、成果を出すことは難しい。現地で青年海外協力隊を管理するボランティア
調整員の方からも、やり残した想いで赴任地を去っていく人は多いと伺った。青年海外協力隊は現地の職務
において、かなり柔軟な対応が求められる印象を持った。数々の困難が彼らの糧となることは間違いなく、
日本人の人材育成という点では効果的なものだろう。帰国後その経験を日本社会に還元し、活躍して欲しい。
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視察先別報告　エチオピア
【NGO】
アフリカ理解プロジェクト（CEHP）の活動・製品視察
概要
アフリカへの理解を通じて、グローバルな視野を持つ地球市民を育成することを目標にする
NGO。開発教育・グローバル人材の育成、オルタナティブ・トレード、調査・提言、教材開発と
情報提供、エチオピアみんなの学校プロジェクトなどを実施している。エチオピアでは有志が集い、
エチオピアのハンドメイド製品の品質やパッケージの改善、新商品の開発などで生産者の所得向
上を支援する活動CEHP（シェップ）を展開中。

01  井口　久美子  HIV感染者や社会的弱者である女性等の自立支援を目的に集まった有志によるボランティア組織で、資金と
時間が掛かるので政府登録NGOにはしていないが、活動は成果を上げている。５年目となる来年に活動終
了予定で、終了後もパートナーグループが自分たちで継続していけるよう、現在経過を見守っていると言う。
直接雇用はなく、あくまでも生産者と販売者をつなぐ役目に徹し、CEHPは利益を求めない。現在９つの
パートナー団体があり、目的に添わないグループは支援を取りやめる場合もあるそうだ。価値観の違うエ
チオピアで日本受けする商品を作り出し、自立してほしいと願う日本人女性有志により、エチオピア女性
の所得が向上した成功例である。プロジェクト終了後も何とか各グループで継続し、広げていってほしい
と願わずにはいられない。

02  板野　光司  CEHPは青年海外協力隊や駐在員の夫人の方々が中心となって、エチオピアの生産業者と販売者の仲介のボ
ランティアをしている。このプロジェクトの期間は2010年から2015年までの５年間。９つあるパートナー
団体の内、メリーズという団体では、数人のHIV感染女性がアクセサリーを作り生計を立てられるようにす
るプロジェクトを行っている。彼女たちは編み物をすると日本人が驚くほど上手であるが、ハサミを使う
ことには慣れておらずまっすぐ切ることもできなかったということである。HIV感染女性を貧困から救う上
でのモデルとなりえた点で評価できると思った。作り手と買い手の両方にやさしい製品の開発を目指すと
いう方向性に共感が持てた。

03  今村　健司  青年海外協力隊の有志が集まり行われている期間限定のプロジェクト活動である。本来の業務をこなしつ
つ、ひとりひとりが有機的かつ献身的に活動を行っていた。日本という信頼ブランドを活用して、エチオ
ピアの生産団体を先進国や裕福層へ紹介し、斬新なデザインとアイデアで商品を提案する企画力の高さを
感じた。例えばMUYAの手織りショールの説明コピーがいい。「企業名はタレントの意味、フランスやアメ
リカにも輸出しており、エチオピア人のファッションモデルが立ち上げたブランドも生産」とある。飢餓
や貧困といった古いエチオピアのイメージを一新させる、素晴らしい説明だと思う。やがて大きな成長を
遂げていくエチオピアの姿を想像する。我々の子供が大人になったときに、彼らとの間に深い信頼関係が
結ばれ、共に成長できる同志になれるよう、私も今から出来ることから努力したい、と感じた。

04  久保　雅義  CEHPは、経済的に困窮状態にある人々に、地元素材を使って商品として販売できるレベルのハンドクラフ
ト製作技術を伝え、さらに販売までの流れを仲介する役割をはたしている。他に収入の道を持たない人々
の生活を助けるだけでなく「自立」への道筋をつける大きな貢献をしているこのグループが、数名の有志
と青年海外協力隊のボランティアで主に構成されていることは驚きだった。
 「自立への道筋」をつけたあと、その道筋をこれから誰がどのように歩いていくかはエチオピアの人々にま
かされるべきだ、というグループのポリシーに基づき、この活動は成功したからこそ、もうすぐ終了を迎
える。「与える」支援を超えた「自立」への支援のショーケースだといえる。

05  進藤　千枝  その国の「一人一人の自立」がNGO活動の醍醐味であろう。女性への援助は、自立につながる。自分たち
の製品が販売され生き甲斐を感じるということが生活の向上につながっていくということに意識が向いて
きていることは、成果の一つであると思った。貧困は、連鎖する。その連鎖を断ち切るためにも経済面で
の自立がどの国でも重要だと思った。CEHPの活動が、フェイドアウトしても、物を作り販売する活動が地
域で根付いてくれる事を願っている。自分たちの手で生活の質が向上し、国の未来につながって行くこと
を多くのエチオピアの人々に知ってもらいたいと感じた。

42

エ
チ
オ
ピ
ア

東
テ
ィ
モ
ー
ル



 Federal Democratic Republic of Ethiopia

 06  塚田　好美  CEHPは、2010年６月にエチオピア在住の日本人有志が始めた活動であり、「なんでもまずはやってみる」
精神で、すぐに実行されているところに感銘を受けた。強い理念、明確な目的意識がメンバーひとりひと
りにあり、柔軟な体制だったからこそ参加者や協力者が多くなったのだろう。また、これまでの活動を聞き、

「自分にはなにができるだろう」と皆が考えたのではないだろうか。2015年で活動は終わり、現地の人に
継承していくということであったが、これまでの期間、人と人とがつないだ、エチオピアと日本の関係は
強固なものだと思う。日本から外国へ出た人々が、形式にとらわれず活動し、人と人との関係を構築して
いく。これは地道で長期的な活動が必要であるが、とても大切な国際協力の形だと思う。

 07  冨田　すみれ子  ODAとは直接関わりのない視察先であったが、私が最も心を動かされたのがCEHPであった。JICA職員の
同伴家族や青年海外協力隊員など立場や与えられた役割を超えた様々な人達の活動であったからだ。純粋
に「アフリカ・エチオピア国内の貧困・HIV等の社会問題に取り組みたい」「日本でのアフリカという国の
イメージを変えたい」という真っすぐな思いが伝わって来た。数年にわたる長期プロジェクトで、大幅な
売り上げアップや持続的な経営の基盤が出来上がった事が視察から感じられた。しかし最も重要になって
くるのがプロジェクト期間を2015年３月に終了した後のパートナー団体の今後だ。アフリカ理解プロジェ
クトには是非、数年後のパートナー団体のレポートを期待したい。

 08  中村　明夫  CEHPは貧困削減コミュニティー支援活動を通じ、社会的弱者のサポートや自立を目指すということである
が、この活動に携わっている若い日本人メンバーの皆さん自身の成長にも資する活動になっているとお見
受けした。無理をしている風でもなく、自然体で活動されている印象である。NGOとしての在り方のお手
本を見た気がした。青年海外協力隊の隊員も複数、ボランティアで参加していたが、この経験を本来の隊
員活動にも確り活かしてほしい。CEHPの活動はあと１年で区切りをつけるという点も、活動にメリハリを
つけるという点で好感が持てた。

 09  橋本　佳澄  CEHPの支援で作られている製品は全体的にファッショナブルな印象だった。日本人には、好まれると思う
が、もっとエチオピアの伝統色を強く押し出しても良いかもしれない。後日、市場に行って観察すると「清
潔で」「綺麗な」お土産が少ないことに気づく。CEHPは店舗も商品のラッピングも美しく、そこから品質
への信頼感が生まれていると感じる。CEHPの商品と似たショールを市場で見たが購買欲は湧かなかった。
虫や雑菌などのリスクを回避するため、直接身につけるものは安心できるものを買いたい。海外からの観
光客は特にそう強く思うだろう。また、CEHPへの支援が間もなく終えると聞き、エチオピア人だけで運営
させて大丈夫なのだろうかとその後のことが気になった。

 10  三谷　剛  エチオピアの貧困層を援助している日本人団体のCEHPへ訪問させて頂きました。物価が安いエチオピアで
は小さな投資で作品を作れるため、現地の方に手芸品の作り方を教えて、販売経路を確保するという援助
をしています。

     作品の一つであるエチオピアのコーヒー豆を利用したストラップに目が留まりました。これは、HIV陽性の
女性たちが任意で集まり作っており、そして、少ない収益の一部を東日本大震災の援助として、エチオピ
アから日本へ寄付しています。寄付額としては一つ100円にも満たないのですが、彼女達の心意気と一度
も来たことがない日本という国に対する思いやりに感動しました。

 11  金子　卓渡  JICAスタッフや随伴家族、青年海外協力隊員等の有志が集い活動を行なっている。NGOとして純粋に現地
の人々のためを思い活動する姿勢には感銘を受けた。活動は明確に生産者の所得向上に結びついていた。
CEHPパートナーであるHIV陽性者グループMERY’Sを例に挙げると、２年間の活動を通じて、無収入だっ
たのが、安定して月額500ブル（日本円＝約100円）の収入を得られるようになったという。生産者たちの
意欲も向上しているとのことだ。日本人が指導を行うことで、繊細な色遣いや、ラッピングの丁寧さ、また、
外国人であること自体がブランドといった点で競争力が生まれているようだ。残り約１年で手を引く予定
だが、パートナーたちが自立し品質管理を行なっていけるのかが課題だろう。
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（１）正式名称 （和文）東ティモール民主共和国
（英文） The Democratic Republic of Timor-

Leste
（２）政体 共和制
（３）首都 ディリ
（４）面積 約１万4,900平方キロメートル
（５）人口 約121万人（2012年 世界銀行）
（６）民族  テトゥン族等大半がメラネシア系。その他マレー系、

中華系等、ポルトガル系を主体とする欧州人及びその混血等。
（７）言語  公用語は、テトゥン語及びポルトガル語。実用語に、インドネシア語及び英語。その他多数の部族語が使

用されている。
（８）宗教  キリスト教99.1％（大半がカトリック）、イスラム教0.79％
（９）略史  16世紀から相次いで進出したポルトガルやオランダの植民地となる。1942年には日本軍がティモール全

島を占領するも、日本の敗戦によりオーストラリア軍の進駐を経てポルトガル支配が復活。1974年にポ
ルトガル本国で発生したクーデターを機に独立の機運が高まるが、1976年に進攻を受けたインドネシア
に併合される。1980～90年代スハルト政権の占領下では、サンタクルス事件（インドネシア軍による独
立派虐殺事件）をはじめとする激しい弾圧により、多くの国民が命を落とした。1998年スハルト大統領
が退陣したため、2002年には東ティモール民主共和国として独立し、シャナナ・グスマンが初代大統領
に就任。しかしその後も国内情勢は混迷し、国連安保理は国連東ティモール統合ミッション（UNMIT）
を設立。2010年に国造りの基本となる中長期開発計画「戦略開発計画」（SDP）が策定され、2012年に
はタウル・マタン・ルアク大統領率いる第５次立憲政府が発足。

（10）政治  国家元首の大統領は、主として象徴的な役割を果たすにすぎないが、立法に対する拒否権をもつ。国民の
選挙によって選ばれ、任期は５年。行政府の長である首相は、議会での選出後、大統領が任命する。

（11）気候  熱帯モンスーン気候に属す。季節は乾季と雨季の２つで、首都ディリでは11～４月が雨季、６～９月が
乾季である。乾季は平均気温18度と穏やか。しかし、11月～４月頃の雨季は平均気温が21度であり、年
間降水量の85％がこの時期に集中する。この集中的な多雨により、土壌侵食が心配される。

（12）通貨  米ドル、ただし、１米ドル以下については独自の「センタボ（centavo）」貨を使用（米セントと同貨）。
東ティモール・ディナール（JD）

派遣国基礎情報（東ティモール）
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月日 曜日 時間 内容 場所

１日目 ９月７日 日 羽田→デンパサール

２日目 ９月８日 月 午前 デンパサール→ディリ ディリ

午後 【ブリーフィング】JICA東ティモール事務所

３日目 ９月９日 火 【草の根】農村女性による経済活動の強化 マウビシ

４日目 ９月10日 水 午前 【技プロ／無償】

（１）東ティモール水道局能力向上プロジェクト

（２）ディリ上水整備計画

【草の根】沖縄・東ティモール

地域力強化を通じた紛争予防協力

ディリ

午後 【青年海外協力隊】

ナショナルリハビリセンター配属隊員活動視察

【青年海外協力隊】番組制作隊員活動視察

５日目 ９月11日 木 午前 【技プロ／青年海外協力隊】

東ティモール国立大学工学部

能力向上支援プロジェクト

【青年海外協力隊】コンピュータ技術隊員活動視察

ディリ

午後 【無償】ディリ港改修計画

【表敬・報告】日本大使館

９月12日 金 ディリ→デンパサール

９月13日 土 デンパサール→羽田

技プロ：技術協力プロジェクト（実施機関：JICA）
無　償：無償資金協力（JICA）
有　償：有償資金協力（JICA）
草の根：草の根技術協力事業（JICA）

視察日程
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◆【草の根技術協力事業】　農村女性による経済活動の強化
■協 力 期 間：2013年10月～2018年９月
■協 力 金 額：87,244千円
■開 発 課 題：農業・農村開発　（食料・増産）
■対 象 地 域： アイナロ県マウベシ郡、コバリマ県スアイ郡、アイレウ県レメシウ郡、エ

ルメラ県エルメラ郡、ボボナロ県マリアナ郡、リキサ県マウバラ郡、バウ
カウ県バウカウ郡

■相手国機関：通商産業環境省、大統領府、農業水産省
■実施体制（日本側協力機関）：特定非営利活動法人パルシック
■事 業 内 容： 農村では依然として低い女性の地位や収入を向上させるため、コーヒー生

産農家の女性グループによる食品加工プロジェクトを実施する。

◆（１）【技術協力プロジェクト】　東ティモール水道局能力向上プロジェクト�
　（２）【無償資金協力】　ディリ上水整備計画

■協 力 期 間： （１）2008年11月～2011年３月
（２）2004年５月交換公文締結、2007年５月事業完了

■協 力 金 額：11.98億円
■開 発 課 題：基礎的行政サービス強化
■対 象 地 域：ディリ市及び地方４都市（アイナロ、サメ、リキシャ、ロスパロス）
■相手国機関：インフラストラクチャー省水道・衛生サービス局
■事 業 内 容： 基礎的社会サービスへのアクセスを向上させるため、浄水場の運転維持管

理要員能力や水質管理システムを改善する。

◆【草の根技術協力事業】　沖縄・東ティモール 地域力強化を通じた紛争予防協力
■協 力 期 間：2013年８月～2016年３月
■協 力 金 額：30,000千円
■開 発 課 題：基礎的行政サービス強化
■対 象 地 域：ディリ県
■相手国機関：1.国防治安省コミュニティ紛争予防局　2.ディリ県コモロ村
■実施体制（日本側協力機関）：沖縄県読谷村、特定非営利活動法人　沖縄平和協力センター（OPAC）
■事 業 内 容： コミュニティにおける紛争予防のため、地域力強化を通じた取り組みを転

用可能な知識として蓄積する。

◆【青年海外協力隊】　（a）義肢装具士・製作隊員　（b）作業療法士隊員活動視察
■協 力 期 間： （a）2013年７月02日～2015年７月01日

（b）2014年３月25日～2016年３月24日
■対 象 地 域：ディリ県及び東ティモール全域
■活　動　先： （a）ナショナルリハビリセンター

（b）社会連帯省
■職　　　種：（a）義肢装具士・製作　（b）作業療法士
■活 動 内 容：（a） 同僚スタッフたちとともに義肢装具製作を行い、製作過程における技

術向上と製作環境の改善、さらにはコミュニティでのより良い義肢装
具の利用環境を作るための指導を行う。

　　　　　　　（b） 活動をとおして、技術・サービス向上と、コミュニティへの作業療法提供プログラムの改善に貢献する

東ティモール視察先情報
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◆【青年海外協力隊】　番組制作隊員活動視察
■協力期間：2014年３月25日～2016年３月24日
■対象地域：ディリ県及び東ティモール全域
■活▶動▶先：国営ラジオテレビ制作技術部
■職　　種：番組制作
■活動内容： 放送局内のニュースオフィスにおける、オーディオビジュアル、カメラ操作

への助言・指導、ニュース番組の制作、ライブイベントや収録などのサポー
トをとおして、放送番組の改善を目指す。

◆【技術協力プロジェクト／青年海外協力隊】�
　東ティモール国立大学工学部能力向上支援プロジェクト

■協 力 期 間： （技プロ） 2011年２月１日～2015年１月31日
（協力隊） 2013年３月26日～2015年３月25日

■協 力 金 額：2.7億円
■開 発 課 題：農業
■対 象 地 域：ディリ県
■相手国機関：教育省
■活　動　先：東ティモール国立大学工学部
■職　　　種：産業基盤整備/　機械工学
■活 動 内 容： （技プロ）工学部が適切な管理運営のもとで質の高い教育を提供するのを実現するため、機材供与や専門家派遣を行う。
　　　　　　　 （協力隊）施設や実習機材を効果的に活用して授業の取り入れ、学生への指導をより効果的なものにする。

◆【青年海外協力隊】　コンピュータ技術隊員活動視察
■協力期間：2013年７月２日～2015年６月29日
■対象地域：ディリ県
■活▶動▶先：テクノロジー・工業技術専門学校
■職　　種：コンピュータ技術
■活動内容： 学生や教員に対する技術指導、指導内容の計画立案など、幅広い分野で同校

の技術や教育の質の向上を図る。

◆【無償資金協力】　ディリ港改修計画
■協 力 期 間：2006年５月18日　交換公文署名
　　　　　　　2010年９月16日　引き渡し
■協 力 金 額： 9.22億円
■開 発 課 題：産業基盤整備（制度整備・人材育成）
■対 象 地 域：ディリ港湾
■相手国機関：運輸通信省港湾局
■事 業 内 容： 生活物資の85％を輸入に依存する東ティモール唯一の国際港湾ディリ港

に生じている、老朽化や塩害によって埠頭桟橋の床版の陥没や梁の改修を
行う。

東ティモール視察先情報
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羽田を飛び立ち約１日かけて、ようやく辿り着いた東ティモール。乾季の今、直射日光は強いが爽やかな風が吹いていま
した。東ティモール独立宣言をし、1978年にインドシネシア国軍に射殺された首相の名前に由来したプレジデンテ・ニコ
ラウ・ロバト国際空港は、国際空港とは思えない規模ですが、東ティモールの国旗がはためき、これからの視察に向けて期
待で胸が一杯になりました。

思えば３年前、富山県からの依頼で、私は東日本大震災の支援をしに10日程宮城県気仙沼市の避難所に行きました。そ
の時に出会った外国人ボランティアが、片言の日本語で「私の国は、日本から沢山支援を受けている。今回の被災を聞いて、
何かしたいと思い支援に来ました。」と聞いた事が国際協力レポーターに応募した大きな動機でした。

国際協力レポーターに合格してから、ずっと考えていた思いが頭をよぎりました。日本は、海外でどのような国際協力を
しているのだろうか。私が気仙沼で聞いた外国人ボランティアの話は例外で、支援が無駄に行われている事の方が多いので
はないだろうか。国の財政収支を見ると、いくら支援需要があっても、支援などしている場合では無いのではないだろうか。
また、もし日本が東ティモールに対して納得いく内容の支援を行っているのであれば、帰国後自信を持って周囲にその事実
を伝える事が出来ると思っていました。

東ティモールでは約47の支援団体が支援活動をしています。人口121万人、国土面積は岩手県ほどのこの国のあちこち
で支援を表示した看板を見かけ、その支援の多さに違和感がありました。

視察先の一つである、テクノロジー・工業技術専門学校では、支援の多さが浮き彫りになっていました。日本の支援とし
て青年海外協力隊が派遣されているにも関わらず、近々、韓国が新しく建て替えることが決まったそうです。校舎を建て替
えるだけでなく、各学科に１名ずつ専門員の派遣を開始するそうです。校舎は建て替えが必要なほど老朽化はしておらず、
使用できない感じではありませんでした。学校関係者は、無償で校舎を建て替えてもらえるということで、喜んでいるそう
です。ただ、それが本当に東ティモールの人達の明るい未来に繋がるのかという事には疑問です。韓国の支援は校舎の建て

替えということだけでなく専門員を派遣するということから、以下には
当てはまらないかもしれませんが、もし校舎を建てるという支援だけで
あれば、それはまさに一般の日本人が考えるODAのイメージと近いよ
うな気がします。校舎を建てる支援をする。壊れたら修繕する支援をす
る。支援という名の鎖に繋がれてそれが続いていくとしか思えません。

国際協力では、支援する側も支援される側も同等であるべきですが、
現実には、壁があるように思います。与える側と与えられる側に隔てら
れ、与える側が強者で与えられる側は弱者というイメージです。支援が
継続するにつれ、弱者は与えられることにより慣れていきます。視察中
に、国際協力に携わっている方々から何度も「東ティモールの人たちは
援助慣れしている」と聞きました。支援を始める前、最初に「あなたは、
何をくれるのか」を質問されることもあるそうです。「何もあげられな
いが、あなたの生活や仕事が向上するように一緒に頑張りたい」と返答
すると、少しがっかりされるという事があるそうです。援助慣れは誰が
作るのでしょうか。目の前にある状態をすぐに助ける支援をすれば、支
援を受ける側は援助慣れし、いつまでも支援に依存する状態が続きます。
一方、支援を慎重に時間をかけて行えば、現状を改善するのに時間がか
かり、いつまでも「充分に食べることが出来ない」「環境が良くならない」

東ティモールで感じたこと
大浦　正人（富山県　団体職員）

一人で勉強する大学生
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という状態が続きます。支援される側が求めるパンを与
えるという支援は簡単ですが、それではいつまでも与え
続けなくてはいけません。そこでパンを作る方法を教え
る事は支援としてどうかと言えば、それでは時間がかか
り過ぎると言われるかもしれません。

どうしたら皆が幸せになるのかを思考し、目の前に
困っている人がいれば助けると思うやさしさが人間の持
つ特性であると、支援の現場で働いている方々から感じ
ました。私の中での１つの結論は、支援にはっきりした
正解は無いという事です。支援が無駄かどうか思考する
事は大切ですが、理屈で自分や誰かを説得する必要は無
いと思いました。

東ティモールは、歴史を見ると大国の都合に翻弄され、
最近まで占領されていたり内戦が勃発したりと不幸なことが続きました。そんな十字架を背負うような国なのに、小さな子
供たちの顔を見ると、幸せの本質がそこにあるような気がします。小中学校の生徒は手を振るだけで無邪気に喜び、笑顔が
はじけます。街中で人々に声を掛けると、ほとんどの人は友好的に挨拶を返し、嬉しそうに握手を求めてくる人もいます。

ショッピングモールの前では携帯のプリペイドカードを売ろうと笑顔で声を掛けてきます。タクシーの運転手は乗車して
ほしくて群がって声を掛けてきます。視察先の山村の女性は、はにかむような笑顔で真っ直ぐに見つめ返します。必死に生
きている印象が強く表面的には悲壮感がありません。東ティモールは、復興から開発へ、新たな時代に向けギアチェンジし
つつあるように見えます。この国の人達はどのような未来を築くのでしょうか。まさに今、明るい未来に向かって歩いてい
る最中のように見えます。

そんな東ティモールで日本の支援は、他の国と違う価値があるのを知りました。日本（人）は、信頼関係を大切にした支
援をしているということです。最終日に訪問した日本大使館で大使に接見する機会がありました。「日本の支援は、人を通
しての支援です。国づくりの根本は人材育成（教育）に繋がっています。」という話を聞きました。今回の視察先で出会っ
た日本人に共通するのは、目の前にいる人の幸せを心から願い、相手や周りを巻き込んで信頼関係を構築しながら、そこに
ある問題を解決していく意志の強さがありました。

現地の人のモチベーションが低くても、明るい笑顔で笑い飛ばし、向かうべき方向へ周囲を巻き込んで突き進む人、現状
をドラスティックに変えられなくても、言葉だけに頼らず態度で示し、諦めず少しずつ少しずつ現状を変えていく人、少し

お茶目で、愛する事を喜びとし対象者の成果を自分のこ
とのように喜ぶ人、それぞれに色あいは違いますが、一
人一人が魅力に溢れていました。それは懸命に自分の人
生を生きている証のように感じます。この人達は、支援
を与えているとは思っていません。目の前にいる人を愛
し、相手の為に働く事に幸せを感じることが出来るので
しょう。彼ら彼女らのそんな姿を見ることが出来た私は、
幸せな気持ちでいっぱいです。そんな日本人が国際協力
の最前線で懸命に活動しています。東ティモールの人達
の国づくりは、そんな日本人と手を携えながら、右往左
往しながらでも確実に明るい未来に向って前進している
ことを実感しました。その事実が、最も私が皆さんに伝
えたいことです。

女性農業支援専門家の鈴木さん

平和協力NGO樋口さん
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●はじめに
私は将来、現場の「生の声」を社会に発信する仕事が

したい。そこで今回、以前から関心のあった国際協力の
現場を舞台に学びを深めたいと思い、参加を決めた。自
分の足を運んで、自分で見て聞いて感じて、自分の言葉
で伝えるということ。精一杯取り組んでいこうと思う。

●東ティモールとは？
21世紀最初の独立国として知られる東ティモール。

日本人にとってはあまりなじみのない国のようだが、実
はこの国で採れる天然ガスのほぼ全てが日本に送られて
いる。私たちの生活にとって欠かせない国の一つであ
る。

首都ディリはおだやかな海を臨む港町。食品や雑貨を
揃えた商店が立ち並び、カラフルな制服を着た子どもたちで溢れている。賑やかな会話や明るい笑顔に囲まれ“平和”を感
じる一方で、町の至る所に植民地支配と独立闘争の歴史の爪痕を見つけては、はっとさせられる。

東ティモールでは国民の約８割が農業を生業としており、コーヒーが主な輸出品。国内産業は育っておらず、国民生活は
輸入に依存しているのが現状だ。さらに大きな特徴は、運輸・電力・水道といった基礎インフラが開発途上であることだ。
舗装された道路の多くは維持管理が行き届いておらず、洪水時には人や物資の行き来が困難になる。また世代によって教育
を受けた言語が異なるため、教育や報道の現場では言葉に関する複雑な問題が生じている。この東ティモールで、現在日本
は、農業・インフラ整備・人材育成を中心に政府開発援助を実施している。

●国際協力活動について、派遣前の私
日本は世界有数の開発援助大国である。 150以上の国と地域を対象に政府開発援助を行い、その支出純額は約106億ド

ルで世界第５位（2012年）であるという。
派遣前、私が抱いていたJICAの国際協力事業に対する印象はあまり良いものではなかった。現地の人々に真に必要とさ

れているのか。自国の価値観の押しつけではないか。さらに今、日本では過去最高の国債発行総額を記録し財政難が続いて
いる。このような厳しい状況で国際協力を行うことの意義とは何だろうか。高齢者やワーキングプアといった国内の貧困が
問題視される中で、国内の貧困と海外の絶対的貧困への対策はどちらをまず優先すべきか。多くの疑問が頭に浮かび、ただ
漠然とマイナスイメージを持っていた。

●国際協力活動について、派遣後の私
東ティモール派遣を通して、私は様々な発見と学びを得ることができた。

途上国に生きるマイノリティ
生活水準が低く貧富の差も激しい途上国では、社会的弱者と呼ばれる人々がより一層厳しい状況に置かれている。例えば、

障害を持つ人々の教育や就労の機会は乏しく、特に農村部においてはリハビリセンターなどの福祉サービスへのアクセスも
難しい。彼ら自身で困難を乗り越えることができず、政府や自治体には問題解決のための十分な能力がないのが現状だ。そ
こで、このようなマイノリティの生活に寄り添い、問題を発見し生活の質を向上させることを目指した国際協力が強く求め

私が考える国際協力
太田原　奈都乃（埼玉県　学生）

コーヒーを挽く女性（アイナロ県マウビシ村）
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られているように感じた。
開発援助の持続性と協調性

視察した学校教育現場の青年海外協力隊の話が印象的
だった。彼は日々の地道な積み重ねで教員の意識をよう
やく改善してきた。しかし、彼の任期終了後は他国ド
ナーが一気に進出し、人材と設備を大量に援助する計画
があるという。今日、中国やインドといった新興国が開
発援助を進めているが、経済発展や海外進出という思惑
から援助内容が現地のニーズにそぐわないものも多い。
私は、今後の国際協力においてはドナー同士の連携もよ
り重要となると考えている。それぞれの強みや方針を一
方的に押し付けるのではなく、途上国の多様で複雑な
ニーズを理解し最善の支援を考える必要がある。国際協
力による持続可能な成果は、途上国政府や各国援助機関、NGOや住民組織、民間企業など様々なアクターが協調し合い、
人材・知識・技術・資金を結集させて援助を行うことではじめて生まれると思う。
International cooperation of the people, by the people, for the people

私は「市民一人ひとり」こそが、この地球社会にとってかけがえのない財産であると考えている。私にそう確信させてく
れたのは、東ティモールの人々が見せる真っ直ぐな眼差しや惜しみない笑顔だった。支援側の人材育成も重要だ。滞在中に
は青年海外協力隊や専門家、NGOスタッフなど様々な方々からお話を伺った。与えられたミッションはそれぞれ異なるが、
彼らには問題解決に取り組む真摯でひたむきな姿勢とそこから得られる周囲からの大きな信頼が共通していた。帰国後の再
就職や職場復帰などに対する不安の声を多く耳にしたが、現地での経験を活かし、希望のフィールドで活躍できる風土を日
本に育てることは、途上国から私達に与えられた使命であるともいえるのではないだろうか。

●おわりに
深刻な課題が山積する東ティモール。若く“途上”にあるからこそ、未来への希望に満ちた東ティモール。「終わり」を「始

まり」にするために、得た学びを周囲に共有し、これからも自分なりの形で国際協力に携わっていきたい。

タイスマーケットの子どもたち

授業を受ける子どもたち（ディリ市内小学校）
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●はじめに
海外を旅行した際、思わぬところで日の丸を見かけることがある。時にそこ

には、From the People of Japan（日本の国民から）と併記されている。日
本の国民？ 私もそれに含まれている！？ 私は少しうれしくなる。なぜなら、
途上国の現状を見聞きする度、いつも何か出来ることはないかと考えるが、自
分に出来ることを見出せずにいる。そんな私も、日本の国民として国際協力が
出来ていると感じられるからだ。

しかし、日本はどのような国際協力を行っているのか？ 日本の国民として
誇れるものなのか？ 日本の国民を代表して活動されているのはどのような
方々なのか？ 詳しい実態をほとんど知らなかった。

また、ODAと聞いてイメージするのは、道路・橋・港湾・空港といった大
規模なインフラ整備であった。しかし、青年海外協力隊などの市民参加協力もODAの一つの形態であることを知り、どの
ような形態のODAを視察出来るのかと楽しみになった。

そんな国際協力に直接関わることのない一般国民の一人として、東ティモールで日本のODAの現場を視察してきた。
●視察する中で見えてきた東ティモール
全体の印象

独立して12年、独立後も暴動のニュースが流れるなど、治安に不安を感じ
る情報しか持ち合わせていなかった。これは私だけのことではなく、一般的に

“治安が悪い”というイメージしかないようだ。私の東ティモール派遣を知る
と皆口々に、「治安は大丈夫なの？」と案じてくれた。しかしこのプログラム
の全行程において、危険を感じることは一度もなかった。ぎゅっと詰まったス
ケジュールをこなしつつも、終始穏やかな空気に包まれ、ゆったりとした時間
の流れを感じることが出来た。しかし視察先を訪問するにつれ、言語や教育の
問題、未発達な国内産業、高い失業率など、多くの課題が残されていることが
分かり、現在の治安は盤石なものではないことが想像出来た。この現状を考え
ると、今後も選挙の前後などには不穏な空気が流れることが懸念される。

治安だけでなく街並みも、想像とは違っていた。途上国特有の混沌とした街並みを想像していたが、混沌とした印象はな
く、アジアの他の途上国とは一味違い、比較的落ち着いた印象であった。

世界的に見ても高い出生率の若々しい国とあって、街にはたくさんの子供の姿があった。朝夕に限らず日中は、制服を着
た登下校中の子供たちを常に見かける。これには理由があった。子供の数に比べ、圧倒的に学校や教員の数が足りないのだ。
そのため学校が２部制となっていることが多く、地方では３部制もあるそうだ。２部制３部制では１日の授業時間が少なく
なり、十分な教育の場を確保出来ていない状況である。

子供たちも含め東ティモールの人々は、シャイな人が多いように感じた。カメラを向けて嫌な顔をする人はいないのだが、
はにかむ表情を見せる。日本人の気質と共通する部分があるようだ。
言語・教育の問題

教育を受けた時代や環境により、得意な言語が異なる。現在の公用語はポルトガル語とテトゥン語、実用語としてインド
ネシア語が使われている。また大学の専門的な分野では英語が用いられ、さらに地方には少数言語も存在する。今回視察し
た現場でも、教科書やマニュアルが活用されにくい状況が見受けられた。

日本を代表し現地で活動する方 に々、
感謝します！

川辺　絵梨（東京都　会社員）

ゆったりとした時間の流れるビーチ

協力の証（ラハネ浄水場）
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言語の問題や紛争が、過去も現在も教育の質に大きな影響を及ぼしている。日本からの青年海外協力隊員や専門家は、専
門的なことを伝える前に基礎学力のフォローが必要となっている。技術協力の現場で、算数を教えることがあるという現状
を伺い驚いた。
モチベーションの問題
「意欲がないのではなく、動機付けが難しいのだ」とテクノロジー・工業技

術専門学校で活動されている塩田隊員がお話してくださった。何のために学ぶ
のか、その知識で何が出来るのか、未来を想像する環境が整っていないようだ。
その要因は、まず歴史的背景により視座が短絡的で長期的な観点を持ちづらい
こと。また、国内産業が未発達で職種が少ないことや失業率が高いこと。さら
に、情報の不足により見える世界が狭いことが挙げられる。

このような状況を改善するのにぴったりな活動をされている青年海外協力隊
員がいた。それは、国営ラジオテレビで活動されている門上隊員である。「狭
い世界しか知らない子供たちに、いろいろな仕事を見てもらい、その素敵さを
知ってほしい」との思いで、仕事の現場を紹介する子供番組を制作している。
番組を拝見させて頂いたが、機材等が十分ではない状況の中、手間暇を掛けて工夫することにより素敵な子供番組となって
いた。大人が見ても十分楽しめ、ためになる番組である。この番組をきっかけに、夢を抱く子供が増えることを期待する。
●日本らしい国際協力の形

現地の状況に合わせ、同じ目線で一緒につくりあげていく。自発性や自助努力を重視し、
支援が終わった後のことを考えながらの活動。物を供与するだけでなく、それを効果的に
活用出来るよう運用や維持管理方法等の技術協力。きめ細かい日本らしい支援の現場を視
察することが出来た。また、物がないと諦めるのではなく工夫することの大切さや協同し
経験を分かち合う素晴らしさを、日本人の姿勢として伝えていることが窺え、誇らしく思
えた。

視察最終日に日本大使館にて山本大使を表敬し、「日本の支援は、目立たないけど、地
道だけど、時間が掛かるけど、“一緒にやる”ところが強みだ」との説明を頂いた。まさ
に視察先で見てきた支援の形で、日本ならではの日本人らしさを発揮出来る支援の形だと
思った。このような支援には忍耐が必要で、強い思いがないと出来ないことだと感じ、現
地で活動されている方々の思いや苦労は、お金では計れない尊いものに思えた。

また、草の根技術協力の対象村コモロ村のエウリコ村長にお会いする機会を頂き、「こ
れまでの日本の支援に感謝している。これからも連帯のスピリットを持って、長期的に協力していきましょう」とのお話を
伺え、日本企業や日本人旅行者が海外で友好的に受け入れられることが多い背景には、日本を代表して海外で国際協力に携
わる方々が築いた信頼関係があるのだと実感した。お忙しい中時間を割いてくださり、このようなお話をしてくださったの
は、信頼関係が確立されている証であろう。現地で活動する日本人のお陰だと思う。

私も納税者という立場で日本の国際協力の一翼を担っているといえるのだが、自分の目で実際に現場を視察し、活動内容
や活動されている方々を知れば知るほど、一翼を担っているだなんておこがましいと思えてきた。
●おわりに

日本は、資源・エネルギー・食料など多くを輸入に頼っている。また少子高齢化により、国内市場の縮小・労働力不足の
問題が深刻化している。そんな日本のさらなる発展に、途上国の発展は欠かせない。

さらにグローバル化により進む相互依存の関係は、物や人材だけでなく、支援も同じなのだと思う。東日本大震災に対し、
海外から多くの支援を頂いた。東ティモールからも温かい支援を頂いた。その結果、2011年は日本が世界一の被援助国と
なったのだ。困ったときはお互い様、国際協力もそうではないだろうか？

このように相互依存の関係を考えると、国際協力は相手国のためでもあり、自国のためでもあると理解出来る。また、日
本の未来に対する投資と考えることも出来る。つまり、“途上国を支援することは、日本の未来を支援すること”ではない
だろうか？

コモロ村エウリコ村長

子供番組について熱く語る門上隊員
（国営ラジオテレビ）
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●「知るは理解を　理解は愛を」
日本のODAを知ることになった一つにフィリピンのセブ島とマクタン島を結

ぶニューブリッジがあります。私は以前ここを訪れました。
日本の建設企業が協力して作った橋でセブシティを中心とするフィリピン第二

の都市圏メトロセブの交通網の一部を成しており流通・観光を担う大動脈です。
そこには、日本の国旗とフィリピンの国旗が大きく掲げられています。

日本の役割と大きな貢献を海外で見て知る機会になりとても誇らしく思い
ODAに興味を持ちました。

国際社会での信頼がどのように日本の繁栄や安定の礎になり私たちにつながっ
ているかを知り、発信する機会にしたいというのが国際協力レポーターへの応募
の動機となりました。

元国連事務次長の明石康氏は派遣活動に向かわれる人達に「その国の文化を楽
しめる人になりなさい」と仰いました。

愛する＝楽しめる　東ティモールへの派遣が決まって私は大いに楽しんで心の
眼を大きく開いて感じて来ようと思いました。

「知るは理解を　理解は愛を」は私の活動のフィールドであるガールスカウト
において世界中で使われた活動のテーマです。

知るだけでは理解できないのです。理解だけでは愛する事はできないのです。　
そこに能動的に生きる姿勢がなければ何も始まらないそう思っています。

能動的に生きる…この結果たくさんのチャレンジと貴重なチャンスを頂いてき
ました。

今回も国際協力レポーターというチャンスを頂き、東ティモールで見てきた国
際協力の現場には「世界（国）を見つめ感じる心を持つ人」「知恵と知識と工夫
を重ねあきらめない人」「できる事はどんどんやる人」そんな人達に溢れている
ことを知りました。
●国際協力はイマジネーションと一緒にやるという事

テクノロジー・工業技術専門学校で活動される青年海外協力隊の塩田隊員は生
徒たちに自己紹介するときにグーグルアースのリアルな 3D映像を使って、実際
に日本を訪問しているかの様に「自分の国」を見せたそうです。こことは違う国
を知った生徒たちのイマジネーションが膨らみそれはいつか夢や希望に繋がり、
そしてやる気に繋がればという願いからでした。「現状に嘆くのではなく今でき
る事の中で一生懸命考える」「相手を変えるのではなくまず自らの姿勢で辛抱強
く伝える」など、いろいろなエピソードから垣間見る実直な人柄と、テクノロ
ジー・工業技術専門学校にとって青年海外協力隊の派遣という支援ではなく違う
形の支援にした方が良いと感じていることから後任は望まないと決めている潔さ
に国際協力への本気度を感じました。

HADOMI no DAME ‒LOVE and PEACE‒ 
木村　みゆき（千葉県　団体ボランティアスタッフ）

義肢装具を説明する松野由恵隊員

タイス市場の子どもたち

マウビシ村の農村女性

手作りの脱穀機でコーヒー豆を脱穀するマウ
ビシ村の女性
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ナショナルリハビリテーションセンターで活動される義肢装具士・制作の松野
由恵隊員からは、東ティモールの女性の地位の低さからくる苦悩があったという
話を聞いて胸が詰まりました。それを解決したのは現地スタッフと一緒に手を動
かし肩を並べることの大切さだったと、彼女は言っていました。「ここにある材
料で、最高の義足を作る！」と言う松野隊員の笑顔と、障害はいろいろな事（行
政・制度・仕組み）と連鎖するのでフォローやサポートをする上でジレンマもあ
ると言った言葉が交錯します。

国営ラジオテレビで活動される門上晋一朗隊員からメディアは「面白くそして
本当の事を伝えることが大切。そして一緒に苦労して仲間になる。その仲間のお
かげで自分の中にあった現地スタッフとのフィルターが無くなった」と。門上隊員が制作した子ども向け番組は国境も言葉
も超えた面白さがありました。

東ティモール水道局の小林専門家の水道に対する愛情と熱意に、日本人として、また同じ県民として誇りを感じました。
一緒にやって一緒に経験しながら現地スタッフに上水道を維持しているという当事者意識をもってもらう。そして浄水場の
運営維持管理のスペシャリストを作るというこの気概こそが、日本の信頼に結びついているのだと思いました。

日本のODAは世界各国・機関との協調の中で相手国に対し左右上下、色々な角度からの支援を行っていることを理解し
ました。そしてまた国際協力の最前線で身体を張って頑張る日本人に目が離せませんでした。
●「ハノイン・バ・オイン（未来に向けて考える）」

人口の半分が18歳以下という若くて未成熟な国である東ティモールの最大の
課題は初等教育の充実なのだと思います。読み書きから始まる知識は知恵となり
そして理性へとつながります。そんな教育の必要性は町や学校などのゴミの多さ
からもうかがい知ることができました。国作りは人作りと言います。日本の繁栄
が人作りであったことは今回の視察でよく理解できました。そして人作りの基本
は教育なのだということも実感しました。

農村女性による経済活動支援の視察で訪れたマウビシの村を担当する、パル
シックのスタッフであるアンジェリーナは「この事業で知識と方法を習得し他の
集落にも良い影響を与えられた。そして夢を持つことが出来た」と言いました。
彼女たちはグループ名を「ハノイン・バ・オイン（未来に向けて考える）」と名付けていました。考えるということは夢を
持つチカラを生みます。そこには鈴木桃子専門家の根気強く温かい支援がありました。このように国際協力の現場では歩み
寄り正直に一緒にやってきたジャパンスタンダードと言われる日本人の頑張りがあります。国際協力とは道路や建物は変
わっても人々の生活はなかなか変わらないけれど、道路や建物でない生活を変えるために、成熟している日本が得意なこと
でリードしWin Winの関係で世界を一緒により良くしていこうとすることです。そしてそのプロセスに日本の発展も成長

もあるのだと思いました。
最後になりましたが国際協力の最前線の現場で身体を

張って活躍される日本の国際協力関係者、青年海外協力隊、
JICA職員、その他関係者の方々のご尽力に感謝するとと
もに、日本人として大きな勇気と誇りを感じることができ
ましたことに御礼申しあげます。

＊ タイトルは東ティモール青年海外協力隊の機関誌名で
す。敬意を表して。

在東ティモール日本国大使館　日本の国際協力は一緒にやるという事

農村女性の支援JICA鈴木桃子専門家

弱者のための上水と言う小林専門家
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●ODAを支える“人”との出会い
今回、東ティモールでのODA現場として８つの案件を視察させていただき最も印象に残ったことは、その全ての現場に

様々な形で“人（日本人）”が関わっていたという事です。ODAというとその金額の大きさや、橋や道路、建物といった成
果物に焦点が当てられることが多いように思われますが、実際の現場では様々な任務を負った一人ひとりが熱い想いを内に
秘め、日々多くの課題に直面しながらも一歩一歩プロジェクトを推し進めていることを知りました。そのいくつかをご紹介
させていただきます。

〈青年海外協力隊員〉
東ティモール滞在中、たくさんの青年海外協力

隊員の方々にお会いする機会がありました。例え
ば、訪問先の一つであるナショナルリハビリテー
ションセンターでは、松野隊員（義肢装具士・製
作）、浦山隊員（作業療法士）の若いお二人が障
害者の支援活動に取り組んでおり、青年海外協力
隊への参加の動機・派遣先での様々な苦労・今後
の目標などをお聞きすることができました。

青年海外協力隊は応募資格が20～39歳と若い
ため、社会人経験や専門分野での経験がそれほど
長くない方も多く参加されます。そのような“若
者たち”が、理想と現実の狭間で“自分にできる
こと”を模索し、現地の方々に少しでも喜んでも
らいたい一心で日々活動されている様子に胸が
いっぱいになりました。

〈技術協力専門家（技術移転型）〉
首都ディリにある浄水場のプロジェクトには千

葉県水道局より小林専門家（給水アドバイザー／
本邦所属、千葉県水道局）が派遣され、現場での
指揮を取っていらっしゃいました。日本の職場で
の経験を評価され、マネジメント的立場で派遣さ
れていながら、常に現場に足を運び“何度も”“一
緒に”作業をすることを心がけているとお話して
くださいました。「日本の職場から東ティモール
行きを打診された時は大きな戸惑いがありまし
た。しかし、安心安全な水をより多くの人に届け
たいという気持ちは千葉でも東ティモールでも同
じです。」そんな小林専門家の言葉に心が震えま
した。

“人”が主役のODA
後藤　恵美（福岡県　教員）

青年海外協力隊（ナショナルリハビリテーションセンター）

ディリ浄水場
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〈専門家（業務調整）〉
ODAの事業として認定されたプロジェクトを

円滑にすすめるために派遣される専門家の方々に
も複数お会いすることができました。専門家の方
の多くが青年海外協力隊の経験者で、他国での経
験や専門知識を活かし、現地の方々や青年海外協
力隊員との連携に大きな役割を果たしていらっ
しゃいました。「農村女性による経済活動支援」
に携わる鈴木専門家からは、「青年海外協力隊員
時代はアフリカで活動していましたが、アフリカ
でもアジアでも、現地の人々の声に耳を傾け一緒
にやっていくというやり方は同じです。」という
頼もしい言葉を聞くことができました。

〈専門家（チーフアドバイザー）〉
最後に、11年に渡って東ティモールの教育に

ご尽力されている風間専門家についてご報告させ
ていただきます。風間先生は日本の大学での研
究・教育経験を活かし、定年退職後、東ティモー
ル国立大学工学部の制度整備・人材育成に携わっ
ていらっしゃいます。「外国人が突然やってきて、
今までのやり方を変えることなど簡単にできるわ
けがない。しかし、少しずつだが確実に変化を感
じることができている。ドクターストップがかか
るまでこの国で頑張るつもりです。」そう胸を張
る先生を見つめる現地の大学関係者のあたたかい
視線からも、この11年間の取り組みの成果を感
じることができました。

●　視察を終えて－私に何ができるだろう？
今回、国際協力レポーターとして東ティモールを訪問し、様々なフィールドで活躍する日本人の皆さんとお会いすること

ができました。皆さんが共通しておっしゃっていたことは、「技術も資金も設備も…ないものばかりだけれど、その中でも
できることを探し、アイデアや工夫で何とかする」、「やってみせる、一緒にやる、何度もやる」ということでした。現在、
教員として日々多くの学生たちと接する中で、私自身ついつい忘れがちな姿勢を訪問した国際協力の現場で改めて教えてい
ただいた気がします。ODAという大きな事業の陰には、ひたむきに頑張るたくさんの“人”の存在があることと彼らから
教わった大切な姿勢を、まずは自分の職場で伝え実践していきたいと考えています。

東ティモール国立大学工学部

鈴木専門家
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●聞いたことがあるが、よくわからない
これが、東ティモールに行く前に私が抱いていたODAの印象でした。ODAといえばインフラ整備を行い、開発途上国の

経済発展に寄与しているということ。青年海外協力隊が国際協力の現場で活動しているということ。青年海外協力隊につい
ては、経験者から話を聞き知っていましたが、「青年海外協力隊が２年間という期間が決まっているなかで、継続的な支援
ができるのだろうか」と疑問に思っていました。日本は、東ティモールにとってどんな役割を果たしているのか、国際協力
を行うことは日本にとってどの様な意味があるのかということをインターネット等で調べることはできますが、支援する側、
される側がどのように感じているのか、実際にODAの現場の生の声を聞いてみたいという思いで東ティモールに向かいま
した。

●東ティモールで作られている思いやりの飲み物
東京から東ティモールの首都ディリまで飛行機を乗り継いで約１日。それから、車で舗装されていない道路や山道を行く

こと約３時間。辿り着いたところは、標高約1500mの山の中。私達が飲んでいる無農薬ハーブティーは、ここで作られて
いました。畑とは言い難いところで、東ティモールの農村のお母さんたちが手作りで一生懸命作っていたのです。東ティ
モールの女性は、家庭でも社会でも発言権が制約されてしまうことが多いそうです。その様な中、このお母さんたちは、自
らの力で収入を得られるまでになり、以前よりも自立した生活を送れるようになりました。このお母さんたちを始め、東
ティモールの農村女性をサポートしている鈴木専門家は、「思いやりを持って飲んでもらいたい」と話してくれました。日
本で紅茶を飲んでいた時、誰がどこでどのように作っているのか考えたことはなく、今でもこの言葉が心に残っています。

●日本人の支援は、まさにプロジェクトマネジメント
東ティモールには、時計もない、物も多くない、教育も充分に受けてきていない、生活も安定していない。でも、ないか

ら何もできないわけではありません。
「農村女性による経済活動支援」では、コーヒー生産農家の女性で作られたグループの中から数グループが選ばれ、目標

設定、生産計画を立て、グループリーダーを選出します。そのグループで、ジャムやふりかけ、パームシュガーなど食品加
工し、展示・出店を行い、収入を得ます。「バジルを乾燥させて、紅茶にできるとは知りませんでした。そのやり方を指導
してもらい、これからは、私達だけで自立してやっていくことができます」そう、語ってくれたリーダー。技術も知識も得
て、農村女性の生活も変わりました。これまでシーズン中の収入が月10ドル程度だったところ、シーズン全体（約４カ月）

日本人と東ティモール人は、けっこうすごい！
塩澄　志麻（福岡県　公務員）

コーヒー農家＠農村女性による経済活動支援 鈴木専門家＠農村女性による経済活動支援
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で200ドルになった人もいるのです。しかし、いまだに計算がで
きず、ましてや経営感覚などありません。市場の開拓、品質改善、
パッケージの改善など課題は山積みで、まだまだ支援が必要とさ
れています。それをどうやって彼女たちのモチベーションを上げ、
利益を分配していいのか悩みながらも、東ティモールの女性を傍
で支える鈴木専門家。限られた資金、資源、条件の中で、現地の
人々と寄り添い、現地の人々を巻き込みながら、定められた任期
のなかで目標を達成しようすることは、まさにプロジェクトマネ
ジメントです。

●日本の支援にとても感謝している
東ティモールと日本の関係は、第二次世界大戦中の日本軍の占領に始まります。また、東ティモールがインドネシアに占

領されていた時代にも、日本のODAがインドネシアを資金援助し間接的に東ティモールの抑圧をしていたのではないかと
いう問題提起もなされています。そんな歴史背景がありつつも、今、日本は東ティモールの国づくりの支援を行っています。
私達が訪問した際、この歴史的な背景、事実を知っている東ティモールの村長や国営ラジオテレビの局長は口を揃えて言い
ます。「日本の支援に本当に感謝している。これからも連携していきたい」と。国営ラジオテレビの局長は、「独立してから、
日本は協力してきてくれました。日本がどのような支援をしてきたのかテレビを通して伝えてきました。日本は、東ティ
モールに大きく貢献してくれ、日本と東ティモールは友好関係にあります。」東ティモールの厳しい歴史を生きてきた人が
そう話してくれた時は驚きました。東ティモールの人々に対し、過去に悲しく、つらい経験をさせたかもしれません。それ
でも、感謝の言葉を伝えてくれる。東ティモール人の慈悲深さにとても感動しました。

●私達ではなく、私
私は、国際協力の現場で働く日本の人々と東ティモールの人々に出会うまでは、ODAは資金援助だけをしていると思っ

ていました。もちろん、資金援助もしており、私達が訪問したディリ港はその典型でした。、資金援助と言っても、資金を
供与するだけではなく現地の人と寄り添いながら活動を進めていく、地道で時間のかかる日本人の支援は、資金だけでは解
決できないほどの価値があります。決して、他の国では真似できない支援なのです。それを見聞きし、国際協力の現場で働
く、日本人、東ティモール人の思いが詰まった現場を肌で感じた私は、今までの「ODAは、私達が支援している」から

「ODAで、私も一緒に支援する」と意識が変化しました。
日本も災害や社会的な課題が多くあります

が、途上国の過酷な現場で笑顔を絶やさずに、
現地の人々と今日も一緒に歩んでいき、人・
国のためにミッションを果たそうとする日本
人のことをとても誇りに思います。そして、
彼らは決して特別な人たちではありません。
日本で得た知識と技術で、現地の人と悩みな
がら考え、その人を思う活動をする人たちで
す。私が、今すぐ国際協力の現場に行き、現
地の人々を支えられませんが、できることは
たくさんあると思います。まずは、皆さんも

「思いやり」を持ってODAのことを知ること
から始めてみませんか。

コモロ村長と＠地域紛争強化を通じた紛争予防強化

ディリ港＠ディリ港改修計画
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●応募したきっかけ
地域の為に、と市会議員として半世紀近く従事していた私の祖父が102歳で他界した際、人の生きている目的について家

族で考えた。そして、家族で出した答えは「人は、人のために、人が喜ぶ為に何かをしてあげる事が生きる目的」という結
論に至った。これからグローバル化が加速する中で、私の２人の娘には、世界の人々の為になれるよう、外の世界を見るこ
とを勧めてきた。そして、今では国際交流科を専攻したり高校留学などに挑戦している。一方、外の世界へと勧めていた親
本人が、何も行動を起こしていない罪悪感にあおられた事と、会社が民間連携ボランティア制度1に加入していて日頃から
JICAの情報が少しずつ入ってきていた事、途上国で国際協力の実際の現場や生の声を見聞きし、コミュニティーの場で発
信することで、自分自身を含め、社員や地域の子どもたち、周囲の皆さんが国際協力について考えるきっかけになればと思
い、国際協力レポーターに応募した。

●レポーター派遣前の国際協力の印象や考え
400年以上にもわたる植民地支配の歴史があり、21世紀最初の独立国である東ティモール。私にとっては馴染みがない

国のひとつであった。16世紀から続いたポルトガル支配、その後、1975年にはインドネシア政府による弾圧支配で多くの
命が奪われた。１999年には独立の是非を問う住民投票後の反対派による暴動、その後、独立。国際社会の支援を受けて復
興してきていたが、2006年に再度暴動が発生した。視察訪問するには不安の隠せない状況なのではと考えていた。国際協
力レポーターとして派遣が決まり、家族や周囲の人たちに伝えたところ、「国際協力レポーターって何をするの？」「東ティ
モールってどこにあるの？」「治安は大丈夫？」「会社は大丈夫なの？」といろいろと心配してくれた。それらの質問に答え
るためにも、事前研修で東ティモールの情報や国際協力レポーターとしての意義、日本のODAの状況を勉強し、海外視察
で実際に東ティモールに行ってみて、ODAの最前線で活動している青年海外協力隊や技術協力支援をしている方がどの様
な気持ちで、どの様な事業を行い、現地の人が本当に喜んでいるのかを、自分自身の肌で感じ考えて、それを同僚や子供た
ちに伝えたいと思った。

●国際協力レポーター派遣後の国際協力の印象や考え
東ティモールはティモール島の東半分と西ティモール内のオエク

シ（飛び地地区）で構成され、国土総面積は最東端のジャコ島と
ディリ沖のアタウロ島を含め、約15,000平方km（首都圏の東京、
千葉、神奈川、埼玉を足した面積とほぼ同じ大きさ）である。人口
は約121万人。そのうち15歳以下が約50万人という為か、街は子
供たちで溢れかえっていた。ゴミが散在し、野良犬や鶏などが歩き
回り、道路や歩道はインフラ整備の途中であり、川は生活排水など
の汚臭が漂っているような状況であった。環境整備から協力支援を
していく必要性を感じた。

東ティモールへの支援の１つであるインフラ開発。首都のディリにあるラハネ浄水場で支援している給水改善アドバイ
ザーの小林専門家は、国民性や文化を尊重しながら人材育成していること、また、マニュアルはあまり使用せず、同じ目線

1　 民間連携ボランティア制度：企業と連携し、社員の方々が青年海外協力隊に参加することで、グローバル人材及び社員
育成の場とすること。

私が世界の人のために行動した第一歩
武田　義久（長崎県　会社員）

ディリ港
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に立ち、手に手をとって指導していくことの大切さを真剣な眼差し
で語っていた。そして、自分が任務を終えた後の自立発展も考えな
がら教える大切さも同時に話していた。これは、今回視察した８案
件の全てに共通する重要なことであると感じた。東ティモールでは
現地語であるテトゥン語、ポルトガル語やインドネシア語が混在す
る中で、言語の統一化を図りながら、基礎学力のレベルの低さをど
の様にして克服し、今後の経済発展をしていくかが東ティモールに
とって大きなポイントであり課題であると思った。

テクノロジー・工業技術専門学校IT学科で教員の技術支援を行っ
ている青年海外協力隊の塩田さんは、校舎の建替えを他国ドナーが
実行することに対して肩を落としていた。複数国ドナーによる過剰
支援が垣間見え、他国ドナーとの調整の難しさを感じた。また、現
地JICA事務所の説明によると、レベルの高い優秀な現地スタッフ
を確保することによって日本の支援の質も向上することを知った。
ここでも他国ドナーとの競り合いが起きていると感じた。

今回、国際協力レポーターとして東ティモールへ視察させていた
だき、日本から約5000km離れた場所で、様々な形で東ティモー
ルの経済発展のために最前線で支援されている方々の現場を見て、
生の声を聞いて、青年海外協力隊、NGOスタッフ、専門家の方々
等、それぞれの立場で思いもそれぞれあり、本当に苦労されている
事を肌で感じた。私たちの知らない場所で、同じ日本人が、他国の人の幸せのために頑張っている姿に感動した。

●日本の皆さんに伝えたいメッセージ
視察の最終日に大使館に表敬訪問させていただいた際、山本大使から「日本政府は、インフラ整備、農村・農業開発、能

力向上の３本柱で支援を行っており、各分野において特に人づくりに力を入れている。地道で時間がかかるが、上から目線
ではなく、現地の人と一緒に取り組む事が日本の支援の特徴です。」とのお言葉があった。そしてこの言葉の深さを感じた。
日本社会においても、事件・事故が毎日のように起きており、色々な社会問題が取り上げられているなか、特に人材育成は
重要な事項と考えられている。教育の場でも、日本政府がグローバル化を進めている一方で、いじめや不登校や体罰などの
問題もいまだ増え続けている。企業においても、人材育成の重要性が強調されている。

昨今は情報社会で携帯機器でのコミュニケーションが増え、直接話す事が減少している。人と直接会って「聞く」「話す」、
その情報を元に「判断する」、そして判断した内容をリーダーシッ
プを持って「伝える」、というコミュニケーションが少なくなって
いる。日本社会においても、また国際協力の現場にも、他者と同じ
目線で一緒になって話し合いながら物事に取り組んでいく事が、経
済発展や自分自身の能力向上に繋がり、そして成果が出たことでさ
らにモチベーションがアップすると思う。その結果、人の心が豊か
になり、その人の人生をより良くしていくのだと思う。

まずは、すぐ隣にいる人の苦しみや喜びを共に分かち合える豊か
な心を持つことが、国際協力に繋がって行くと感じた。

最後に今回の海外視察に快く送り出して下さった社長、スタッフ、
家族に、そして同行して頂いたスタッフ、10名のチームのメンバー
に心から感謝を申し上げます。

山間部の子供たち

笑顔の小学生

専門学校生徒
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５年ぶりの東ティモール。2009年に私が訪れた首都のディリは、1999年のインドネシアからの独立紛争と2006年の国
内で生じた暴力的な混乱から何とか国家を再建するために、東ティモールの人々と様々な国から来た人々とが協力し働く場
所であった。紛争後国家であった東ティモールではPKOが治安を守り、国際機関による政府への集中的な支援が行われて
いた。道路はデコボコで、停電は頻発し、水道をひねると土混じりの水がでることも珍しくなく、インフラは未整備だった。
また、インドネシアからの壮絶な独立紛争を乗り越えてきた人々は、使い慣れたインドネシア語を国の言語とすることを拒
否し公用語は置き換わった。法律や教育においては、指導者層が教育を受けていたポルトガル語が使用されるようになり、
社会基盤を大きく変化させようとしていた。

私は国際協力活動とは、ある国が抱える問題や自国だけでは解決できないような課題に対し、他の国やNGOなど様々な
主体が協力し、解決に向けて取り組む活動だと考えていた。しかし前回の東ティモール滞在時に、支援する方がどんなに間
違っているかを感じた。逆に正しいと信じたことであったとしても、何を問題と思い、何を選択していくのかは東ティモー
ルの国家に委ねられていることを痛感した。他国民である私たちには、東ティモールの国家制度や日々の生活を真の意味で
作り出すことはできない。民間レベルでどれだけ小さな成果を積み上げても、国家制度や環境が大きな壁となり立ちはだか
る。そんな場面を目にする度に無力な気分になり、国際協力の意義がよく分からなくなってしまっていた。

しかしそんなもやもやした気持ちを抱えていても、私にとって東ティモールは特別に応援したくなる国であり、ずっとど
こか気になる存在だったため、今回、東ティモールを再訪し、しかも国際協力活動の最前線を視察できたことは本当に嬉し
かった。他国の支援を受けながら、どのような国に変化したのか確かめたいと意気込んで入国した。変わっていなかったの
は、透明度の高い美しい海と黄色のタクシー、そしてお団子に髪を結った女の子とモヒカンの髪型の男の子たちにとぼとぼ
歩く犬。美味しいインドネシア料理とティモールコーヒーも私を懐かしい気持ちにした。

変化している点も数多くあった。まずは道路をはじめとした電気や水などのインフラの改善だ。ショッピングモールまで
出現していたのには大変驚いた。視察したディリ港や上水道の整備などの案件から分かるように、日本の支援はインフラ整
備や経済発展の基盤作りに多大に貢献していると思う。しかも、ただ設備を導入するだけではなく、日本で腕を磨いてきた
熟練の専門家の方が技術をしっかり伝え、今後も東ティモールの人々が継続して使用できるように努力されている姿には大
変感動した。インフラ分野での貢献は生活に直結しているにもかかわらず、その支援の現場が人々の目に触れる機会は少な

い。しかし現地職員の方が自らの仕事に使命
感と誇りを持って働いていたことから、日本
の専門家の方々の仕事に対する想いや姿勢が
確実に伝わっていると感じ、誇らしく思っ
た。

また制服を着て歩く子どもの数が格段に増
えていたのは、公用語の問題を抱えながらも
教育制度が充実してきた証拠だろう。しかし
教育や福祉分野の案件では、設備や制度が整
いつつある一方、なかなか効果的な運用が行
われていない印象を受けた。そのような未熟
な制度の中で、凛として働く青年海外協力隊
の方に今回はたくさんお会いすることができ
た。私が特に印象的だったのは、高校や大学
での教育が職業に結びついていないという現

変えられるものと変えられないもの
田中　香織（佐賀県　会社員）

毎朝のミーティング
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実に対し、国際協力レポーターの団員が生徒の将来の夢につ
いて質問した際に、「彼らは彼らなりに将来に夢や希望を
持っています。ただ身近に例がないため具体的な職業が思い
つかない。」と言われた言葉だ。私は、日本のように生徒た
ちが学校へ通った後に就職をすること、社会の役に立つ人材
を育てることが、教育支援に求められる成果だと思っていた。
しかしそれは日本の目線から、高い理想を押し付けていたに
すぎなかったと気付いたのだ。青年海外協力隊員の方々は現
地の生活に溶け込み、彼らと同じ目線で目の前の一人一人に
向き合っていたからこそ、彼らの気持ちが真に理解できたの
だと思う。疑問だらけに違いない環境の中で、自分が活動で
変えられることと変えられないことを明確に理解し、出来る
ことに精一杯取り組む姿は本当に素敵だった。

今回の視察を通じ、私は国際協力活動について、支援する
国に対し目に見える成果を残すことだけが重要ではないと考
えるようになった。日本の方々は、東ティモールの人々が思
いもつかなかったような新しい視点や技術を提供すること
で、彼らの世界を広げていると感じたからだ。また日本の
方々も、東ティモールから何かを学ぼうと熱心に仕事に取り
組んでいた。そして一生懸命に成し遂げた仕事を通じ、働く
楽しさと誇りを伝えている気がした。そのような心意気が伝
わり、１人でも多くの東ティモール人が新たな目標を持つこ
とができたら、本当に素晴らしいと思う。

視察中に５年前と最も変わったと感じたのは、道行く人々が見知らぬ私たちに笑顔をふりまく姿だ。彼らが穏やかな生活
を送っていることが伝わり、安心した気持ちになった。日本による支援は、様々なスキームと主体を組み合わせながら一つ
一つの課題を解決し、しっかり積み重ねられている。主体を変え、方法を変え、協力の輪はつながっていると感じた。視察
中、５年前に東ティモールのために一生懸命働いていたたくさんの日本の方々の顔が浮かんだ。小さくても、今は目に見え
なくても、色々な人と人との関わりが積み重なって、少しずつ前進していくのだと思う。私が５年前から抱いていた疑問が
少し解消した気がする。そして、私は今後もずっと東ティモールのファンであり続けると思う。

東ティモールから石油やコーヒーを輸入し
ているように、日本はたくさんの国から資源
や食物を輸入している。しかし輸入先の国々
をいちいち気に留めることはないだろう。私
は今回、東ティモールという日本とは全く異
なる国際協力の現場において、日本での会社
生活においても重要な心得をたくさん教えて
いただいた。どんな国にも、日本にはない新
しい視点や世界が広がっている。たまには立
ち止まり、身近な物から世界を想像してみる
こと、関心を持つことから始めてみてほしい
と思う。

ラジオ局で楽しそうに働く若者（OPAC）

美しい海とクリスト・レイ
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●はじめに
私は、大学の国際ボランティアサークルでカンボジアの孤児院へ教育支

援をしており、東南アジアへの興味は人一倍ありました。そんなとき、地
元の図書館で「国際協力レポーター2014」のポスターを見て募集を知り
ました。この機会に東南アジアの国の一つである東ティモールに足を運び、
国やODAの現状を自分の目で見てみたいと思い、応募しました。

また、私は、来年度より小学校の教員となる予定です。これまで知り合
いの教師や大学の友達など自分の身近な人たちが青年海外協力隊で活躍し
てきたのを見てきて、昔からいつも青年海外協力隊に憧れを持っていまし
た。そのため、自分が小学校教員となり実務経験を何年か積んだ後、青年
海外協力隊として自分の持っている何かを伝えにいきたいと思っていま
す。そこで今回、国際協力レポーター2014に参加することで、何か自分にとって将来のヒントになるのではないかと思い、
参加を決意しました。
●東ティモールって？

私が国際協力レポーターとして東ティモールに行くことが決まったと
き、先生や家族、友人には「どこにあるの？」、「エボラ出血熱大丈夫？」、

「紛争やデモなども大丈夫なの？」と質問され、周囲の人々にとって東ティ
モールの認知度がとても低かったように感じました。私も東ティモールと
いう言葉は聞いたことはありますが、その内の東ティモールがどんな国な
のかは全く知りませんでした。

事前調査では、東ティモールの面積は首都圏の東京、千葉、神奈川、埼
玉を足した面積とほぼ同じ大きさで、人口は約121万人でした。主要産業
は農業ですが、国益のほとんどは油田による収入でした。また、東ティ
モールは複数の国に植民地化された過去があり、少し前まではインドネシ
アから独立しようと争い、紛争を繰り返していました。その中では、たくさんの虐殺なども行われ、悲しい過去があります。
複数の国に植民地化されることにより、複数の言語が現在も残っていることがわかりました。このように、たくさんの課題
が見える中で、自分が現地に出向き、国際協力をしている日本人がどのようにその国に貢献しているのかを見たいと思いま
した。
●視察前の心境

国際協力レポーターの目的は、日本のODAが多くの開発途上国で使用されている割にはその事業の内容や成果といった
ものが日本の国民に知れ渡っていないため、日本のODAが本当に役に立っているのか、相手国に感謝されているのかを実
際に現場を視察し、それを日本人に伝えることです。私自身も日本のODAの使われ方や内容、成果などを考えたことがあ
まりありませんでした。調べてみると、2014年のODA予算が約5500億円であり、国民１人あたり約4500円も負担して
いることが分かりました。さらに、自分が負担している4500円がどう活用されて、どんな成果をあげているのかとても興
味を持つことができました。日本人のODAに対する考えというものは、良いことばかりではないと思います。むしろ、もっ
と減らして違うことに使ったほうがよいという考えの人も大勢いると思います。そんな中で、国際協力事業に関して少しで
も勘違いやあいまいな意見を持っている人に帰国後は事実・現状を伝え、１人１人ができる国際協力を探していきたいと思
いました。

見えない国際協力
－肌でしか感じられないこと－

藤島　誠人（岡山県　学生）

コーヒー農場で働く人たち

日本と東ティモールの協力の証
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●視察後の心境
この視察でたくさんの日本人の努力を見てきました。それと同時に、未来のために頑張ろうとする東ティモールの人々の

姿も見ることができました。専門家の方、青年海外協力隊の方、１人１人にドラマがあり苦労があることがわかりました。
青年海外協力隊の方と話をしたときの「自分でやることを探さなければならない」という言葉が印象に残っています。私

の中のイメージでは、前任者の活動は引き継ぎがなされ、２年間の派遣中の活動は提示されていて、それに取り組んでいく
のだと思っていました。しかし現実は、引き継ぎなどはほとんどなされず、自分でいま何が必要なのか、何をしていかなけ
ればならないのかを考えて取り組んでいくそうです。すなわち、していかないといけないことが見つかった人は前進してい
けますが、したいことがわからなくなれば途中帰国をしたり、たとえ任期の最後まで活動を継続しても２年間の成果が見ら
れなかったりすることもあるそうです。そのような場合、厳しい言い方をすれば、税金を無駄に投資しているという人もい
るかもしれません。しかし、この人たちは国を背負って活動を行い、成果はあまり出ないかもしれませんが、相手国に対し
て努力しているということと、目には見えにくいところで相手国に変化があることを少しでも多くの日本人に知ってほしい
と思いました。

東ティモールで働いている日本人は、本当に東ティモールの未来を考えながら仕事をされていました。みなさん口をそろ
えて言われていたのは、「現地の人と一緒に！！」という言葉です。そして、部屋に集めて座学で教えることだけでは絶対
にうまく伝えることはできないとも言われました。現地の人に寄り添い、必ず一緒に作業をされていました。そうすること
で、実際に日本人の作業を見ることができるので教えられる側の上達も早いし、双方のコミュニケーションも円滑です。そ
こで、私がすごいな！と感じたことは、日本人の人たちも指導しながら、現地の人から学べることを吸収していることです。
絶対に上から目線ではなく、同じ目線で仕事をされていることにとても感銘を受けました。

この派遣が決まってからずっと考えていることがありました。それは、何が国際協力なのかということです。国際協力と
聞くと、JICAや国連のような大規模な事業を行う国際協力やボランティア活動を考えていました。しかし、この派遣中に
たくさんの海外で活躍されている方や現地の方々と交流する中で考えが変わり、少しずつその答えが見えてきたような気が
しました。それは、その人１人１人に違った国際協力の仕方があるということです。私であれば、大学で今回の経験を学生
に伝えていくことやサークルでカンボジアへの教育支援活動を継続して行うことなどが挙げられます。また、私はこれから
教育者を志すので、子どもたちに一生をかけて自分の学んできたことを国際理解教育として教えていかなければならないと
考えています。これらのことは、とても小さいことかもしれません。しかし、１人１人が国際協力を考え、取り組もうとす
る姿勢が必要なのだと考えます。自分ができることを多くの方が自分から自発的に行っていけば、そこがより良い国際協力
の場になっていくのだと学ぶことができました。
●みなさんへのメッセージ

この派遣の経験から、ODAへの見方が大いに変わりました。国民１人あたり約5000円負担していることが、とても有
意義だと感じました。それは、東ティモールで、身を削りながら頑張る日本人に出会ったり、自国の未来を考えながら努力

している東ティモール人に出会ったりしたからで
す。ODAは東ティモールにおいて、人々の役に立
つことに繋がっていました。そして、そこに日本人
がいなかったら、東ティモール人の今の生活はな
かったと思います。実際に見て感じて、ODAは本
当に必要なことだと感じました。

今回、この国際協力レポーター事業に関わって下
さった皆様に本当に感謝しています。ありがとうご
ざいました。そして、この報告書を読んでいただき、
少しでも国際協力に興味をもっていただければ幸い
です。

東ティモールの空港での１枚
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●はじめに
私がこのプログラムに参加したきっかけは、2013年昨年度

行われたグローバル教育コンクールで独立行政法人国際協力機
構理事長賞を頂いたことです。この賞の受賞者には副賞として
海外研修旅行が与えられ、国際協力レポーターと共に国際協力
の現場を視察できるということでした。私は高校の教員（商業
科職員）であり、授業の一環で生徒商業研究班というグループ
を作り、商業に関する調査研究、実践活動を生徒と共に行って
います。昨年度は、BOPビジネスの研究と実践活動というテー
マで、アフリカを対象国としたビジネスモデルを作り、その取
り組みに対して賞を頂きました。幼いころより国際協力やボラ
ンティアに興味があったので、この授業での取り組みに非常に
やりがいを感じておりました。コンクール受賞者には、次年度
のレポーター活動の権利が与えられるということで、日本人がどのような形で支援をしているのか、自分の目で見て感じる
ことができるよい機会であると思い参加させて頂きました。

●海外派遣前に抱いていた印象や考え
「支援」とは、モノの支援のことを指し、モノが不足している所に日本人が入り、日本人の手で改善を行い生活しやすい

環境を整え、完成された場所に現地の人々が快適に生活する、というイメージでした。悪く言えば、日本人はトップダウン
で「してあげている」という感覚を抱いて支援しているのではないかとさえ感じていました。しかし、実際に視察先を訪問
してみると、考え方が180度変わりました。

●東ティモールでの視察
東ティモールでは８つの案件と小学校を視察しました。専門家の方や青年海外協力隊の方が一生懸命に活動している姿を

見ることがきました。みなさんが視察先で口にされた言葉があります。それは、「もし私がいなくなっても自分たちの足で
歩いていけるように、もし私がいなくなってもこの作業が継続
してできるように」といった言葉です。自分が持っている技術
を提供するだけでなく現地の方々が活用できるよう努力する姿
がありました。私が派遣前に抱いていた支援とは違い、そこに
は人の支援がありました。携わっている方みなさんが、同じ気
持ちで取り組まれていることを知り、同じ日本人として誇りに
思います。また、専門家の方や青年海外協力隊の方は、早く現
地に慣れるために、または早く現地の言葉を覚える目的で、
ホームステイをして現地の方と共に生活をする方々もいる。不
自由なことはないか質問すると、「不自由ではありません。こ
れは、現地の方たちにとってはごく当たり前の日常ですから。
何も特別なことではありません。」という返事でした。ここは
東ティモール。この日本人の方たちにとって日本の日常が当た

「人づくり」の大切さ
藤岡　裕巳（宮崎県　教員）

タイス製作（コモロ村）

Accessを学ぶ学生（テクノロジー専門学校）
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り前ではなく、東ティモールの日常が当たり前なのだと気付か
されました。特に印象的であったのが、国営ラジオテレビとテ
クノロジー・工業技術専門学校の視察です。前者に配属されて
いる門上隊員は教育番組を提供したいという思いがあり、後者
に派遣されている塩田隊員は学校現場に残したいことがあり、
両方とも「教育」をテーマにして活動をしていました。私自身
が高校の教員であることから、学校関係は特に興味深く視察さ
せて頂きました。教員の教育力不足（先生方の能力ではなく教
育体制）が特に問題であり、それが今を生きる子どもたちに大
きな影響を与えていると感じます。テクノロジー・工業技術専
門学校の塩田隊員に、「生徒たちはどんな夢を語りますか？」
と質問すると「夢がないわけではないが、職業についてのイ
メージがつかないので夢が描けないようです」と返事が返って

きました。非常に心が痛みました。職業のイメージが湧かないまま大人になることを考えると、充実した初等教育の大切さ
が身にしみました。上級学校においても、公用語であるポルトガル語が話せない、計算ができない、文字が読めない、文字
が書けないなど多くの問題を抱えている学生が多数のようでした。この問題解決の糸口として、国営ラジオテレビの門上隊
員が行っている教育番組作成はマッチしているのではないかと感じています。教育テレビを子どもが見て学ぶ。職業・社
会・法律など様々なイメージが視覚的に入ります。子どもたちに少しでも多くの情報が平等に行きわたるシステム、つまり、
学校（初等教育）の基盤作りが必要ではないかと感じました。

●帰国後の考え
この海外視察を通じて、私の役目は見てきたことや感じたこ

とをより多くの人に伝えていくことだと思います。実際に目で
見て感じた人の言葉は何よりも説得力があると信じています。
同じ日本人がこんなにもたくさんの苦労をしながら、違う国で
頑張っている姿。日本が行っている支援の姿。支援を受けた現
地スタッフの声や子どもたちの声。支援が必要な背景。私が感
じた全てを伝えていきたいと思います。また、この経験を通じ
て支援への考え方が変わったように感じます。ただお金を渡す、
ただ物を送る、もちろんこれも支援であると思いますが、では、
お金を渡すことを止めたら、物を送ることを止めたらどうなる
でしょうか。現地の方々が自分たちの足で歩き、自分たちの足
で生活できるようにすることが「支援」なのだと実感しました。

●日本の皆さんへメッセージ
ODAや国際協力と聞いて、一歩引いてしまう自分がいませんか？そんな大きなこと私にはできない、と思っていません

か？私も以前はそうでした。英語が話せないから、日本以外の国は怖いからなどたくさんの言い訳をして目を反らしていた
ように感じます。この地球に住んでいる人間は日本人だけではありません。全ての人と助け合って、そして、寄り添って生
きていく必要があると思います。その突破口は簡単です。「何でもいいからまずはやってみること」。これが始めの一歩にな
ると思います。みなさんが少しでも国際協力に興味を持って頂けたら、興味がなくても私たちの声に少しでも耳を傾けてく
れたら嬉しく思います。

ディリの小学生

コーヒー農家の女性
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視察先別報告　東ティモール
【草の根技術協力】
農村女性による経済活動の強化
概要
農村では依然として低い女性の地位や収入を向上させるため、アイナロ県マウベシ郡において、
コーヒー生産農家の女性グループによる食品加工プロジェクトを実施してきたNGO（特定非営利
活動法人パルシック）。市場調査に基づいて地域資源を活用した特産品を決め、遠隔地へ販路を拡
大するための支援を実施。

 01  大浦　正人  視察先は、大変な悪路を車で約３時間。まさに僻地、偏狭というにふさわしい場所でした。そこには生活
があり懸命に生きる女性の姿がありました。女性たちは、グループを形成して、地元の産品加工品を作り
販売し、それによって収入を得られる様にしていました。手にした現金で何を買うのかと尋ねたら、マー
ケットに行って生活物資を購入すると言います。そのような場所で支援者は農作物の加工方法やパッケー
ジングをアドバイスして商品化し、販路を開拓し彼女たちの収入に繋がるようにしています。支援が失敗
し収入が伴わなければ、女性たちは夫や家族の理解や協力が得られず活動の継続を断念せざるを得なくな
るのは容易に想像出来ます。まさに支援の先に生活があります。現実に向き合い賢明に支援する日本人の
姿から、人間のやさしさを強烈に感じました。

 02  太田原　奈都乃  ディリ市街から100km離れたマウベシ郡。ここでは女性たちが新しい形で自身の生活を創造し始めていた。
パルシックの支援のもと、数人の女性が集まって紅茶やハチミツなどの食品加工を協力して行う。丁寧に
包装された紅茶は、１パック25セントで販売される。ハノイバオイン（現地語で 未来に向けて考える の意）
というグループの女性の一人が「夢は街に自家製レストランを開くこと」と語る姿に、私は自分のことの
ように希望と喜びを感じた。都市部では収入の大半を冠婚葬祭に費やす家庭は多くはないが、地方ではこ
の様な家庭も未だに多く生活費不足に陥ることが多かったが、各家庭に家計簿をつけさせることで現状を
見直したそうだ。このようにパルシックの地道な活動によって、女性たちが彼女たちなりに自立するのを
助けていた。

 03  川辺　絵梨  結果が見えるまでのモチベーション維持に苦労されている様子であった。歴史的背景により、現在でも短
絡的で、長期的な観点を持つことが難しいようだ。そのような女性たちに、他のグループの成功例などを
提示し、改善や工夫を促し、軌道に乗せる支援を行っている。今回訪問した女性グループは活動がうまく
いっており、「市場のニーズ（好み）を研究していきたい」「将来的にはレストランやショップを作りたい」
との目標を語ってくれた。また、「時に忍耐が必要なことを日本人に教わった」との声も聞かれ、忍耐強く
努力する日本人の姿勢が伝わっているのだと感じられた。さらに、日本市場開拓の支援は、世界一品質に
厳しいといわれる日本市場に参加できているという彼女たちの自信に繋げられるのではないかと思った。

 04  木村　みゆき  マウベシにあるパルシックの事務所までは首都ディリから100㎞の道のりがありました。途中の道のりは
パリダカ並みの悪路でした。そこからさらに30分進み、雨季には渡れなくなるだろうと予想される川を２
つ渡ったところに視察先の農村はありました。あらゆる事に閉鎖的である状況は見て取れました。しかし、
日本人と忍耐強く歩み寄る事で知識と方法を得た事や日本の市場を確保できた事に感謝し、今後もトレー
ニングを積んで店を持ちたいというグループリーダーのアンジェリーナさんの話から、草の根技術協力事
業ならではの醍醐味を感じました。また全てをお膳立てされたものではなく鈴木桃子専門家と一緒に失敗
や挫折、試行錯誤を繰り返した中で得たものは夢を持つという事。女性にフォーカスした支援活動として
更なる展開を期待し願うものです。
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 05  後藤　恵美  訪問前は、草の根技術協力事業としての活動内容は女性グループによる地域の特産品を使った商品開発・
販路拡大に取り組むことだけだと理解していた。しかし、実際に現地での活動に携わっている鈴木専門家
に話を伺って冠婚葬祭のために派手にお金を使い、日々の生活に困る村民が多く、そのようなお金の使い
方を見直すために家計簿のような記録を付ける指導までされているということを知った。これが最も印象
的な話であった。冠婚葬祭への出費は地域の文化や風習に根付いていることが多く、その意識を変えるこ
とは容易ではない。そのような中で、地域の方々と話し合い、相手を敬いながらプロジェクトを遂行して
いる鈴木専門家の奮闘振りに感銘を受けた。

 06  塩澄　志麻  東ティモールの山奥に「思いやり」の種を蒔き、現地の女性と一緒に育てている鈴木専門家。

     社会でも家庭でも発言権がないコーヒー生産農家の女性達がグループを作り、無農薬ハーブーティー、蜂蜜、
ソラマメチップスなどを一生懸命作って収入を得ていた。今では、夫の理解が得られ収入を得、集会所も
建てられるまでに成長した。支援している側でありつつも、「無農薬ハーブーティーを通して、東ティモー
ルの女性から私達も支援してもらっているのではないか」とそう気づいた取り組みだった。

 07  武田　義久  人口の約８割（70万人）が農業に従事していて、平地が少ない東ティモールでは、大多数の人々が、急勾
配の山道の脇に集落を作り暮らしている。未だインフラ整備がなされていない山岳地帯の道、カーブの多
い道のあちらこちらにある陥没を避けながら100km進み、標高1500mにある農村のマウベシ郡に到着。
収入源、そして農業自体の多角化が必要とされている中、農村女性の収入向上、生活向上のため、活動を
続けている鈴木専門家の目は、きらきらと輝いていた。支援のポイントは市場開拓、品質改善、パッケー
ジ改善で、女性チームのモチベーションを向上させるのは、現実的な目に見える収入向上が必要不可欠で
あると感じた。そして、長すぎた支配下時代の影響を受けた短期的な思考をポジティブ思考に改善してい
く道のりは遠く感じた。

 08  田中　香織  東ティモールの主要産業であるコーヒー農家の方々の生活に密着したNGOだからこそできる活動だと感じ
た。貧困削減という課題に対し、注目されがちな収入増加といった側面だけの活動ではなく家計の支出に
着目し、家計を担うしっかり者の女性たちへのアプローチを行っている点が大変面白い。自発的な活動を
尊重し、単に与える支援ではなく、地元の方々には難しい国際市場の開拓や都市部への輸送などを補完す
る支援がされている。東ティモールの方々と近い立場にいるからこそ現地の人が出来ることと出来ないこ
とを明確にして働く、それが同じ目線での支援ではないかと感じた。商売として成立させるのは大変なこ
とだが、自信たっぷりに働く女性たちの姿を見て頼もしかった。これからもあきらめずに前進していって
ほしいと思う。

 09  藤島　誠人  この視察の中で唯一地方に赴いた。首都ディリから100㎞ほど離れた場所に視察先があった。ディリなど
の都市との格差が大きく、インフラ整備もほとんどなされておらず、自給自足的な生活をしていた。女性
はグループを作り、茶、はちみつ、バナナ、キャッサバなどを加工し、生活を支えていた。最も驚いたこ
とは、女性グループが夢をもって活動に取り組むことができていることだ。土地を買ってレストランをつ
くりたい、加工品の年間の売り上げを1000ドル以上にしたいなど高い目標を掲げていた。その目標に向
かって日々工夫をしており、支出計画や収穫向上を進めてきた。現時点では、コーヒー事業と女性事業を
合わせた貯蓄が、多い人で5000ドルあるという成果もでてきている。これから先、ここでつくった加工品
を日本で多く見られるようになることを楽しみにしたい。

 10  藤岡　裕巳  視察先に行くまでの道のりに驚かされた。舗装されていない道路や、舗装されているが欠落している箇所
があり、でこぼこになっている道路が続く道のりであった。現地農村女性グループの活動が直に見られた
視察であった。地域資源を活用して生産活動を仕事にするこの取り組みは、現地の方に大きな夢と希望を
持たせている。農村地区の女性の地位は低く、家庭や地域における発言権は制約されているようであるが、
この活動が浸透してきた今では、家族の協力や理解が得られ、女性が働くことについて違和感もなくなっ
てきているように感じた。支援成果も出ており、ものづくりの基盤はできたように感じたが、働く農村女
性の多くは経営感覚が身についていないという問題点があることも分かった。国全体で初等教育（小学校
で学ぶ足し算や引き算など基本的な学びなど）の必要性を感じた。
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視察先別報告　東ティモール
（１）【技術協力プロジェクト】
東ティモール水道局能力向上プロジェクト
（２）【無償資金協力】
ディリ上水整備計画
概要
ディリ市及び地方４都市の浄水場で安全な水道水が安定的に供給されることにより、基礎的社会
サービスへのアクセス改善を目標とするプロジェクト。給水普及率を、2020年までに都市人口の
80％に向上させることが国家開発計画の目標として掲げられていることを背景に、浄水場の運転
維持管理要員能力や水質管理システムを改善するための取り組みを実施してきた。

 01  大浦　正人  設備を維持管理する為には、それが出来る人材が必要になります。技術協力という簡単な言葉では片付け
られない現実を知りました。教育水準が低くて簡単な計算すら出来ません。人材育成の為には設備のメン
テナンスを教える前にまず簡単な計算方法を教えなくてはその先に進みません。小林専門家は人材育成を
する上で常にOJTを心がけ、言葉ではなく、態度で接しています。懸命に、少しずつ、少しずつ前に進む
姿に胸が熱くなりました。支援先の中にはそんな態度の日本人に必死でついていこうとする人が出てきて
いると聞きました。実務がストップしたらディリ市内の人々に水が届かなくなりますが、その後も継続し
て支援をする約束があれば、いつまでもそれに依存し、支援という名の実務をし続けなければなりません。

 02  太田原　奈都乃  水の汚濁を観察し、薬品量を決めるジャーテスト。この作業をたった２人のスタッフで毎日行い、ディリ
市内約１万7000世帯に水を供給していた。また、人員・経費など未だ不十分な運営維持システムの下でも

「国のため 市民のため」と苦労を惜しまないスタッフの姿が強く印象に残った。小林専門家は、現地スタッ
フと日々寄り添いながら技術サポートをすることで大きな信頼を得ており、現地の人々の生活を支えてい
るのは自分と同じ日本人なのだと思うと胸が熱くなった。浄水の過程で用いられる様々な薬品が環境に悪
影響を及ぼす恐れがあるという話もあった。東ティモールが誇る美しい自然を守るためにも、環境に配慮
した浄水システムの構築援助が行われていくことを期待したい。

 03  川辺　絵梨  「同じ目線で一緒に作業し、成果を実感してもらうことが大事」とお話ししてくださった、給水改善アドバ
イザーの小林専門家。また、「相手の能力や意欲に合わせ、知識や経験を伝えている」とのこと。まさに“現
地の人々と共に”という日本ならではの国際協力を体現されていた。それ故であろう「小林さんを信頼し
ている」との浄水場スタッフの声を聞くことができた。今回訪れた浄水場では、無償資金協力により行わ
れた上水道整備を効果的に活用するための継続支援の現場を見ることができた。しかし、ディリ市の人口
増加に対応できていない状況や煩雑な水道料金徴収システム等、継続して支援すべき点が残されている。
故に今後は、行政の体制や制度の確立に関する支援の強化が必要と感じた。

 04  木村　みゆき  プロジェクトとしては完了しているが、評価の課題を受けて行われている、施設の維持管理を視察しました。
「維持管理マニュアルが活用されていないのでは」という質問に小林専門家（給水改善アドバイザー/本邦
所属、千葉県水道局）は「マニュアルは分からなくなった時に必要な物で、現地スタッフと一緒に動いて
同じ事を繰り返し教える事と当事者意識を持たせる事が先決である」と答えられました。技術協力ではな
く公共セクターの能力向上に向けて最前線で身体を張って活動されている小林専門家の「弱者を救う水道、
ボトルも買えない井戸も掘れない人達のための水道」という上水のスペシャリストとしての気概と人柄が
スタッフとの信頼関係を結びつけていました。国際協力団体ではなく自治体の人が貢献している分かりや
すいケースでした。
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 05  後藤　恵美  浄水場の視察では、千葉県水道局より派遣された小林専門家（給水改善アドバイザー／本邦所属、千葉県
水道局）とお会いした。小林専門家のお話の中で心に突き刺さった言葉が２つある。１つ目は、「設備やマ
ニュアルを整えるだけでなく、日々の業務を繰り返し一緒にやることが一番大切な役割、長い目での支援
だと考え、出来るだけ現場で一緒に作業することを心がけている」という言葉。２つ目は、「安心・安全な
水を届けたいという想いは、千葉でも東ティモールでも同じ」という言葉である。日本で働いていて、あ
る日突然上司から東ティモール行きを打診されたにも関わらず、迷わず来たのだ。様々な課題が山積する
中で、このような想いを抱き、同地の発展にご尽力されていることに頭が下がる思いであった。

 06  塩澄　志麻  人間が生きていくうえでとても重要な水。それが首都ディリでも給水率55％でしかない。2020年までには
給水率を都市人口の80％にする目標を掲げ、月・火・水・木・金と毎日同じことを何度も何度も繰り返し
東ティモールのスタッフに教える小林専門家。それは、安全な水の供給には程遠く、現地スタッフに計算
のやり方から教えないといけないという現実。私と同じ立場の公務員が日本での知識や技術を活かし、日々
汗を流している姿は印象深かった。この事業評価が、厳しい評価となっていることを事前に知ったが、実
際に現場で働いている小林専門家の話を聞き、その取り組みにとても共感した。事業評価では伝えきれて
ない現場の声を私は伝えたいと思った。

 07  武田　義久  首都ディリの人口約20万人で　給水率54％、10万５千人分の水を賄うために、４つの浄水場で日量約１万
トン、その他に井戸が19か所あり、そこから日量２万５千トン合計３万５千トンを使用して、10万５千人
分を賄っている。インドネシア占領時代から、水道は蛇口をひねると24時間出るのは当たり前といった意
識はかなり低く、水に対する信頼感も低い。そのような中で、水道能力向上を意識させながら、一つ一つを、
丁寧に、そして、マニュアルはできる限り使用せずに、24時間、手に手をとって職員たちと一緒に行動し、
同じ目線で同じことをやってあげることが大切ですと小林専門家は言う。そして、成果が出たことを体感
させる事の大切さと同時に、自立発展思考を根付かせる必要性も感じた。

 08  田中　香織  専門家である小林さんの技術者としての愚直な姿勢と、「どこにいても美味しい水を飲んでほしい」という
言葉が胸に響いた。小林さんは、言葉での指示やマニュアル作成だけでは絶対にだめで、相手が分かるま
で一緒に作業を行うことを徹底して大切にされている。毎日全ての浄水場を回って業務にあたっているそ
うだ。現地職員からの信頼も厚い。見学した施設は整備されており、水質も日本と変わらないとのことだっ
たが、東ティモールでは24時間水道が使用できる体制が整うまでは、電気料金を徴収できない仕組みになっ
ている点には驚いた。そんな中でも、職員の方々は「国のために役に立っている」と使命感を持って働い
ている姿が印象的だった。日本では水道から安全な水を手に入れることは当たり前だが、実は様々な方の
努力で成り立っていることにも気づかされた。

 09  藤島　誠人  このプロジェクトでは、日本の水道局の方が専門家として現職で派遣されていた。とても熱心な方で常に
浄水処理の技術・従業員の意識向上を考えておられた。ここでは、日本と同じ浄水処理方法を採用しており、
沈殿池や砂ろ過などがなされていた。その点で日本の技術・信頼の高さを感じた。そして、ここで一番印
象に残っていることは、専門家の方の言葉である。それは、「従業員の人と一緒にする」ということだ。ホ
ワイトボードなどに書いて座学で技術を教えていくのではなく、実際に従業員と一連の作業を一緒にする
ことで体験的に技術を教えていきたいと話されていた。また、分からないことがあればなんでも聞ける職
場の雰囲気を作っており、それにより従業員の人の意識や責任感に変化が見られたそうだ。

 10  藤岡　裕巳  24時間体制で現地スタッフとともに歩みながら支援している小林専門家の姿に感動した。現地スタッフの
方々からの信頼も厚く小林専門家が築きあげた絆の深さに感銘を受けた。この支援のおかげで水くみ労働
が減ったのは非常に大きな成果であると思う。しかし、まだまだ水道の安全性に対する信頼は低いような
ので、安心安全であることのPRが必要だと感じた。また、水道料金未納問題の根が深いことを知った。日
本のように郵便のシステムが整備されていないので使用料の通知についても人の手で行っているという。
小林専門家の言葉に、「本人たちと一緒にやることを大切にしている。一連の業務を一緒にやることが何よ
りの支援」という言葉がとても印象に残っている。物を与える支援も大切であるが、小林専門家のような、
人と人が直接的につながる支援も必要であり、途上国に求められているのだと感じた。
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視察先別報告　東ティモール
【草の根技術協力】
沖縄・東ティモール　地域力強化を通じた紛争予防協力
概要
地域力強化を通じた取り組みによりディリ市内のコミュニティにおける紛争を予防することを目
的とするプロジェクト。ディリ県コモロ村における国防治安省コミュニティ紛争予防局の紛争分
析能力及びコミュニティとの関係強化、コモロ村の協同ラジオを通じて住民間や行政の相互理解
及びコミュニケーションが改善されることを目指す。沖縄県読谷村及び特定非営利活動法人沖縄
平和協力センターが実施している。

 01  大浦　正人  日本は平和です。平和の為には何が必要ですか、と問われても特に何かが必要とは思いません。平和はそ
こにあるからです。まさにこの国は、つい先ほどまで平和ではない状態で数万人の命がなくなりました。
この活動は、若者が運営の担い手となるコミュニティラジオを村内に設立して、彼らにギャングに所属す
る以外の活動を与え、彼らが紛争の当事者になる可能性を下げ、交流の場（ラジオ）を提供して連帯意識
を強めていくものです。地域住民の事業に対する理解度（事業目的、計画）はあまり高くないように思わ
れましたが、このような活動は結果として平和に繋がっていると思います。

 02  太田原　奈都乃  沖縄県読谷村とディリ市コモロ村。地理的環境、統治・独立・自治の歴史的背景といった類似制を活かし、
沖縄はコモロ村地域住民が主体となった紛争予防協力を実施している。その一つがラジオ番組制作だ。私
は「未来世代」である若者が主体であることに可能性を感じた。例えばある日のトピックは村のゴミ問題。
地域が抱える問題をありありと提起する。コモロ村約9000世帯のうち約半数がアクセスできるラジオを通
した紛争予防策は、若者にやりがいのある活動を見つけられた若者自身だけでなく、日常的な争いごとに
悩まされるリスナー、地方から移住してきたリスナーなど多くの村民にとって価値あるものだと思う。今
後は、リスナーからのフィードバックや提案などの相互的な制作システムを充実させていってほしい。

 03  川辺　絵梨  コミュニティラジオの活動に、ジャーナリスト志望の19歳の少女が参加していた。この少女は元々このよ
うな夢を持っていたが、コミュニティラジオの存在は住民の情報共有の場だけでなく、住民自らがラジオ
運営に参加することによって社会参加の足掛かりとなり、生きがいを感じたり夢を抱いたりするきっかけ
の場となることが分かった。ここでの経験を活かし、大きく羽ばたいていく若者が現れてくれることを期
待する。しかし、多くの若者にとってそのような場にするには、時間を掛け実績（良い事例）を挙げてい
く必要がある。故に、ある程度の実績が得られるまで、長期的な支援が必要だと感じた。

 04  木村　みゆき  はじめに沖縄と東ティモールの関係を知る事ができた事が大きかったです。沖縄と東ティモールの歴史的
背景が似ている事や沖縄の地域作りをモデルにコモロ村のラジオをツールとしたコミュニティ作りが行わ
れた事などを考えると、沖縄平和協力センターの樋口調整員が地域に寄り添い良い関係があるから成り立っ
ている事業だと思います。今でも危ない地域であり警察への不信感もある中でコミュニティポリスを作っ
た事で紛争が少なくなっているという現状と日本と東ティモールの連携に感謝するというエウリク村長か
らのお言葉を頂くことができました。今後も紛争予防の取り組みを展開し自治されていくことを願います。

 05  後藤　恵美  本案件は、事前のリサーチではその活動の背景や趣旨、目指すところがあまり理解できなかった案件である。
実際にNGOを訪問して担当者から説明を受け、紛争とは国や地域間の大きなものだけでなく、コミュニ
ティ内の喧嘩や治安悪化なども指し、またそれらの多くは若者たちが生きがいや目標を持つことが出来な
いことに起因するということを知った。さらにその解決方法の一つとしてコミュニティラジオ局を運営す
るというアイデアにも感心させられた。自前のラジオ局は、現在建設中であり、今のところ他社の一部を
間借りしながらの細々とした取り組みではあったが、少しずつ、しかし確実に地域や若者たちを巻き込み
ながら活動の幅を広げている様子を知ることができ、感銘を受けた。
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 06  塩澄　志麻  「草の根技術協力事業で取り扱われる案件は、予算を多く積んだからといって解決できる課題ではない」そ
う気づいた取り組みだった。人口約４万人のコモロ村。そこには、無差別に人を殺す事件が起きる危ない
場所だった。

     その様な村で、地元の人と活動する沖縄平和協力センターの樋口調整員。村にコミュニティラジオをつくり、
現地の若者がラジオ番組の企画から発信まで行う。若者は、このコミュニティラジオ運営の経験を得て、
職に就き、自立している。また、地域の人の生の声を発信するラジオは、人々に気づきを与え、家族やリ
スナーなど村のコミュニティを活性化している。東ティモールの人と人をつなげていく支援は、決して資
金の力だけでは行えない。

 07  武田　義久  歴史的背景が共通している沖縄と東ティモール。地元のラジオをツールとした地域力強化を通じて、コミュ
ニティの紛争の予防を行っている。若者の意識を変えていこうと意気揚々としている樋口調整員の姿は眩
し過ぎた。コモロ村との連携の中で、特に警察への信頼が未だ薄いと感じた。これはインドネシア占領時
代からの歴史的背景が大きいと言われている。今はコミュニティポリスのプレゼンスが非常に大切である
と感じた。コモロ村長から日本からの事業協力への感謝と連帯スピリットを持ちながら今後も東ティモー
ル政府と日本政府の協力を密にしていきたいという言葉があった。そこに、ODAの成果と期待があること
を確信した。今後は、事業の持続性と現地スタッフのキャパシティービルディングが課題であると感じた。

 08  田中　香織  コモロ村村長にわざわざご対応いただき、当プロジェクトを通じてOPAC及びJICAのコモロ村への貢献が
評価されていると感じた。お話の中で、1999年、2006年の紛争でも問題となった警察に対する市民の不
信感が、今でも払拭されていないという点は印象深かった。しかし、地域の中にコミュニティポリスと呼
ばれる警察官を配備し、地域での紛争には地域住民とOPACと連携し解決する仕組みが構築されており、
警察や地域住民同士の信頼関係が少しずつ高まっているのではないかと感じた。コミュニティラジオでも、
若者たちが将来の夢や自らの楽しみのために集い、楽しそうに働いていた。資金面など活動を継続してい
くには課題も多いとは思うが、地域住民が集う公民館のような役割を果たし、地域コミュニティの絆が強
まっていく可能性を感じた。

 09  藤島　誠人  このプロジェクトでは、コモロ村において、若者に役目を与えて紛争を予防し、紛争（喧嘩）をする若者
を減らしていくことを目的に実施している。プロジェクトにかかわる若者は実際に自分たちでネタを探し
取材をし、ラジオという媒体を通してニュースなどで発信していく。番組はニュースの他にもおたよりコー
ナー（SMSの読み上げコーナー）や村長の話、アーティストなどのトークショーなどがある。何もするこ
とがなく、喧嘩ばかりをしているような若者も、１人１人がやりがいや責任を感じて仕事に取り組むよう
になり、少しずつ紛争予防に繋がることをプロジェクト関係者は期待している。また、若者はこのラジオ
の仕事を通して、自分の夢を実現していることに誇りを感じていた。

 10  藤岡　裕巳  はじめは紛争予防になぜラジオなのか疑問であった。コモロ村では6,000世帯の半分はラジオを持っており、
かつ、携帯電話がラジオになるということで大半の人がラジオを耳にする機会があるという。情報発信を
する人が同じ若者であることでリスナーの興味関心は高まる。内容はニュース・お便りコーナー・インタ
ビュー・トークショーなど豊富で、その企画から取材活動までボランティアで集まった若者が行っている
そうだ。特にジャーナリストを目指している若者にとってこの経験は大きく貢献していると感じる。ラジ
オ局が若者を集める手段となり、そこから発信される情報がさらに若者の心を動かす。その声が、これか
らもコモロ村の若者に継続して届いて欲しいと願う。
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視察先別報告　東ティモール
【青年海外協力隊】
義肢装具士・製作隊員、作業療法士隊員活動現場視察
概要
＜義肢装具士・製作＞障害者への支援が立ち遅れている東ティモールで唯一のナショナルリハビ
リテーションセンターでは、人材不足や義肢装具の材料不足に悩まされている。同僚スタッフた
ちとともに義肢装具製作を行い、製作過程における技術向上と製作環境の改善、さらにはコミュ
ニティでのより良い義肢装具の利用環境を作るための指導を行っている。
＜作業療法士＞作業療法士の技術力はまだ十分とはいえず、作業療法資格を持たないアシスタン
トを中心に技術指導が行われているのが現状。技術・サービス向上と、コミュニティへの作業療
法提供プログラムの改善に貢献することが期待される。

 01  大浦　正人  保健福祉の制度が整っていない中で、自分自身の無力を感じながらも、少しでも東ティモールでこの現状
を何とかしたいという思いでひたむきに事業に取り組む青年海外協力隊２名の姿が強烈に印象に残りまし
た。目の前のリハビリや義足の必要な人に力の限り働き、それを喜びとしている日本人を肌で感じる事が
出来ました。障害者の地域に根ざしたリハビリテーション（CBR）部門は、周囲に理解されないので実働
していないのが現状でした。国が創られていく過程とは、失敗を繰り返しながら試行錯誤し、前に進んで
行く終りのない果てしない道を歩いていくようなことなのでしょうか。

 02  太田原　奈都乃  東ティモール特有の障害者像が見えてきた。彼らが抱える問題は、彼らの障害による責任ではなく、社会
全体の問題である。例えばいま農村部では義足の子どもが険しい山道を越えて学校に通わなくてはならな
い現状がある。この場合、農村部での学校教育と医療サービスの充実を図る国際協力が相互に連携し合う
ことで、現地の困難が初めて解消し得る。

 03  川辺　絵梨  生活様式によって人間の動作は変わってくるので、奥深い現地の文化を理解しなければならない。また、
ポリオなどの日本ではあまり見られない症例は、現地スタッフの方が経験や知識を持っており、彼らから
学ぶことも多いようだ。残念だったのは、リハビリ後の社会参加に至るまでのフォロー体制があまり整っ
ていない現状。せっかくのリハビリの効果を活かしきれない現状は、隊員にとっても辛く残念な現状だと
思う。しかし、「利用者が歩けるようになったときは嬉しい瞬間だ」とお話してくださった松野隊員と浦山
隊員。お二人の優しい眼差しと、目の前の課題にひたむきに取り組む姿勢が、とても印象的であった。

 04  木村　みゆき  国際協力の最前線の現場で技術を持って支援する松野由恵隊員の姿勢に感動の一言でした。活動するには
東ティモールの生活様式・文化・言語を知らなければ始まらないとホームスティを行ったそうです。当初、
現地スタッフには技術指導を試みても女性に対する意識の低さから何も吸収しようとしてくれないと苦悩
する日々が続いたそうです。その苦悩が「一緒に勉強しよう」と自分の姿勢を変えてみるきっかけになった、
と語られました。その視点と行動力から熱く静かな本気度が伝わり、胸に迫るものがありました。また障
害に関連する様々な事（行政・制度・しくみ）がフォローや継続的な療法を行うための弊害になっている
ことも知りました。夢は2020年東京パラリンピックで技術者とサポーターとして再会すること、という松
野隊員。国際協力の現場から発信し、世界がつながっていく事こそ青年海外協力隊の使命であると思いま
した。

 05  後藤　恵美  ナショナルリハビリテーションセンターでは、青年海外協力隊として派遣された若い２名が、理想と現実
の中で悩みながらも自分たちにできることを考え、前を向いて一歩一歩進めている様子を感じることがで
きた。私自身、若者の教育に携わる仕事をしているためか、ことさら興味深い訪問であった。青年海外協
力隊としての悩みもがきながらの日々が“若者たち”を成長させていることを目の当たりにし、青年海外
協力隊の魅力や意義を再確認することができた。このような若者たちの存在を、自分が日々向き合ってい
る学生たちや多くの方々に知ってもらいたいと心から感じた。
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 06  塩澄　志麻  「女性だからか、経験年数が少なかったからなのか、赴任してきた当初は、私から学ぼうとしてくれなく、
悩んだ」と話してくれた義肢装具士・製作の松野隊員。支援する上で、壁になっているものとは、歴史、
文化、言語であった。また、「アフターフォローや医療の連携ができていない」と現場の課題に気づきなが
らも手が打てず、葛藤しながら活動する同センターの浦山隊員。互いに理解し学び合うこともODAの現場
に必要な要素だと感じた取り組みだった。

 07  武田　義久  ディリ市内の交通量の多さ、交通規制がほとんど行われていない状況、そして紛争時代が長かったことな
どが原因で、センターを利用している患者さんが沢山いることに納得した。患者さんの状況は交通事故に
よる障害、糖尿病、先天的な手足の不自由さ、脳性まひ、ポリオなどであった。

     小児用小型車椅子は、３カ月月毎に30個がオーストラリアからの無料寄付、二輪車椅子は中国から、義肢
装具は、スイスのジュネーブから購入していると、まさにODAの宝庫である。しかし、一方で、管理体制
なども大きな課題であると感じた。また、松野隊員や浦山隊員は「立てるようになった。物が持てるよう
になった」という患者さんの言葉が一番うれしいと語っていた。しかし、隊員がセンターを離れた後のフォ
ローが不十分であるため自立発展性においての改善と患者さんが退所した後のフォロー体制が課題である
と感じた。

 08  田中　香織  障害者の方がリハビリや義足の製作を行うためのナショナルリハビリテーションセンターにおいて、治療
費、器具代、治療のための宿泊代までが無料で提供されており、政府による支援が手厚いことに大変驚いた。
しかしながら、そもそもそのような制度の存在が国民に知られていなかったり、交通アクセスの悪い地方
からは施設まで通えなかったりと、運用面では課題が多くあるように感じた。また、当施設が東ティモー
ルと同様に紛争経験国であるカンボジアでも支援していたNGOにより設立されていた点は興味深かった。
紛争による怪我や先進国では流行しにくい病気への治療などについては、実際に対処してきた国の経験が
活かせることは多いと思う。様々な国が協力し、自国の得意分野で支援を行っているのだと感じた。

 09  藤島　誠人  ここは東ティモールで唯一の義肢装具作成とリハビリができる機関である。２人の青年海外協力隊の方が
義肢装具士、作業療法士として活躍されていた。印象に残っていることは、「あるもので工夫してつくる」
という言葉である。東ティモールでは、生活物資の約85％を輸入に頼っている。だから、義肢装具をつく
る際にも輸入に頼ることになってしまい、金額が高額になってしまう。そのため、安く高品質の物をつく
ろうと思えばあるものを工夫して使用しなければならない。また、義肢装具をつくったり、リハビリを行っ
たりすることで障がい者のすべての問題が解決しないことを知った。義足をつけて歩けるようになったと
しても、学校がものすごく遠い山の上にある環境や家庭環境などその他の問題も山積みである。

 10  藤岡　裕巳  義足を作る現場を見せて頂いた。義足が必要な方々の多くは外傷（事故など）であり、最近では癌や糖尿
病など病気によるものも多いという。一番驚いたのはセンター利用者の自己負担金なしというところであ
る。しかし、この場所を知っている人が少ないことや、知っていても移動手段がなく来ることができない
人の方が多いことも現実にあり、いかにこの場所をPRしていくかが今後の課題であると感じた。また、作
業について心掛けていることは、必ず現地スタッフと一緒に作業をすることだそうだ。教えることが大半
であるが、現地スタッフから学ぶこともたくさんあると話していた。松野隊員に話して頂いた、この職業
に就こうと思ったきっかけや苦労した話は、同じ女性として感じるものが多く、涙をこらえるのがやっと
であった。
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視察先別報告　東ティモール
【青年海外協力隊】
番組制作隊員活動視察
概要
国営ラジオテレビ局は、社会への情報伝達の中心的な役割を担っているが、十分な経験や技術の
蓄積がないことから、製作される番組の質の向上が求められている。青年海外協力隊は放送局内
のニュースオフィスにおける、オーディオビジュアル、カメラ操作への助言・指導、ニュース番
組の制作、ライブイベントや収録などのサポートをとおして、放送番組の改善を目指す。

 01  大浦　正人  社会の中で放送局は情報伝達の中心的な役割を担っており、放送番組の改善は重要です。そのためには、
番組制作に携わるスタッフの育成が必要ですが、放送局職員の向上心は、それ程高くない様子でした。又、
日本では考えられないような放送機材しかないようでした。そんな中で、赴任してわずか６カ月の青年海
外協力隊の門上さんは、その現実に臆する事無く、現地職員を巻き込み、必死に工夫して番組制作に取り
組んでおり、その姿に感動しました。身体全体から、そして言葉の端々から熱が発せられ、周囲を圧倒し
ている様子を間近で感じる事が出来ました。

 02  太田原　奈都乃  国営ラジオテレビは、情報伝達の中心的な役割を担う。およそ15人の記者が政府機関や街に赴き取材をし、
毎晩１時間のニュース番組を放送する。だが国営番組は人々を惹きつけず、インドネシアやポルトガルな
ど他国からのテレビ番組の視聴が主であると聞いた時、私はその存在意義に疑問を持った。しかし門上隊
員の子どもに焦点を当てた教育番組を知った。 これはKURIOZA（現地語で 好奇心の固まり という意）と
いう名の人形が社会の現場に足を運び、多様な発見をする番組だ。「重要なことは『何をどう伝えるか』。
創意工夫で最大限に面白いものをつくりたい。」と、限られたリソースの中で、身のまわりの社会を興味深
く伝えていた。東ティモールの可能性、そして子どもの将来を大きく広げる希望に満ちた場所だと感じた。

 03  川辺　絵梨  現地では、「国営放送はつまらないからニュースしか見ない」という人が多いようだ。「ただ伝えるだけで
なく、面白くしたい！」と門上隊員は熱く語ってくださった。日本ではテレビ局でディレクターをされて
いたが、現地ではその枠を超え全ての作業を自分で行っている。「子供番組の制作では、街で買ってきた青
い布をブルーバックにし、合成素材の撮影をしている」とのこと。機材が十分でない状況でも、手間暇を
掛けて工夫すればいろいろできることを実践してみせている。門上隊員の熱い語り口はとても魅力的で、
お話を伺っただけで私は何か面白そう！とワクワクした。きっと現地ラジオテレビ局のスタッフも門上隊
員の活動に引き込まれ、共に経験する中で技術や番組制作の楽しさが伝わると確信した。

 04  木村　みゆき  東ティモール唯一の国営テレビ局ですが政府のプライオリティが低い中で、門上晋一朗隊員は「あるもの
を工夫して最大限生かす事、メディアは本当の情報を伝える事と面白く伝える事の両方が大切だと伝えた
い」と子供番組の制作に取り組んでおられました。大胆かつ繊細、シンプルかつ明確。国際協力の現場で
の協調も合わせ、開発途中の国に情熱を持って携わる姿勢に感銘を受けました。

 05  後藤　恵美  「小さくて設備が少ない中でもできることはある」ということを同僚たちに伝えたいという門上隊員の熱い
想いと、限られた予算・技術を駆使して魅力的な番組作りを実現している行動力に感銘を受けた。また、「た
だ伝えるだけでなく、面白く伝えることが大切」という姿勢にも強い共感を覚えた。門上隊員は職場の休
職制度を利用して東ティモールで活躍されているとのこと。派遣先での限られた予算・技術・設備の中で
創意工夫を凝らし活動してきた人材が再び日本企業に戻って活躍できることは、日本の企業・社会にとっ
ても大きな収穫に違いない。このような休職参加制度がより多くの企業に拡大することを願ってやまない。
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 06  塩澄　志麻  東ティモールでは、郵便のシステムやネットの環境が整備されていない。この国営ラジオテレビ局は、紛
争時に破壊された後、しばらくの間はラジオ局として使用されてきた。今では、国内13県すべてで国営ラ
ジオテレビにアクセスすることができる。

     設備は整っていないが、「あるもので最大限の効果を。そして、テレビの質を高める」と日本の技術をその
まま伝えるのではなく、東ティモールのことを理解したうえで、提案し一緒に番組を制作している門上隊員。
これが、日本の地味ではあるが、独特の支援であると感じた。

 07  武田　義久  建物自体は、1992年にインドネシアによって建てられ、1999年の独立時の紛争で破壊されたが、その後、
国際連合などによって再建された。日本の農業や建設、教育などのODAの支援状況を、ここから放送し、
東ティモールの市民に日本のODAの情報を提供している。現在、ニュースの視聴率が一番高く、ディリ市
内はTVの普及率は高いようだ。ポルトガル語とテトゥン語の２か国語での放送をしているが、多言語が混
在している難しさを感じた。門上隊員は「日本では当たり前のことが、こちらでは珍しく、番組を作成す
るための創造性が大切であり、あるもので創意工夫していくことが必要です」と生き生きとした表情で、
私たちに話してくれた。また、身近な素材で教育番組を制作することで、東ティモールの子供たちの未来
や夢を実現することを考えていると感じた。今後、ポジティブ思考を変えずに進んでもらえたらと思った。

 08  田中　香織  門上隊員は日本のメディアで培った専門性を活かし、単なる技術だけではなく仕事に誇りを持つ楽しさを
同僚たちに伝えているように感じた。日本と比べると不足だらけな環境のはずだが、「小さくても出来るこ
とがあることを示したい」と創造性を最大限発揮され、「ただ伝えるのではなく、どう興味を引くか」と伝
えることにこだわり抜く姿は本当に素敵だった。門上隊員が制作された番組は水工場を題材とした子ども
向けの教育番組で、なかなか生活場所以外の世界を知る機会の少ない東ティモールの子どもたちが、身近
なものから興味を広げられるようにという願いのこもった温かい番組だった。現在は、国営テレビ局では
午後５時から10時までの５時間の放送分（ニュース番組、討論番組及び音楽番組）しか制作していないそ
うだが、今後は東ティモールの人々が東ティモールだからこそ伝えられる番組が増えていってほしいと感
じた。

 09  藤島　誠人  東ティモールでは国営ラジオテレビが唯一のテレビ会社である。そのため、このテレビでの情報が国民の
情報源になる。このプロジェクトでは、情報を素早く正しく国民に伝えることをモットーにしている。そ
の為か特にニュースの視聴率が高いことが分かった。多くの国民がニュースだけは、国営ラジオテレビの
チャンネルを見るそうで、他の時間帯についてはインドネシアのチャンネルを見ることが多いそうだ。こ
こに派遣されている隊員は東ティモール国民に支持されるように面白い番組制作をするように心がけてい
るとのこと。日本にあるような良い機材を使うのではなく、国内にある物でできるように考えていた。今は、
国民の５割を占める子どもたちをターゲットにして、子ども向け番組を制作している。この制作でも、正
しい情報を正確に面白く伝えることを心がけていた。

 10  藤岡　裕巳  唯一のテレビ局であり、中心となって情報を発信していくその役割は非常に重要であると感じた。放送内
容は、ニュース・ディベート・ドキュメンタリー・音楽・料理などであるが、そこに教育番組の放送を入
れようと制作に励んでいた。新聞では文字が読めない人がいる、ネットでの情報収集には多額のお金がか
かる。テレビは耳で聴いて目で視覚的に情報を得ることができるツールなので、是非たくさんの子どもた
ちに教育番組を見てもらい、テレビが学びの場となるよう教育番組が定着することを願いたい。門上隊員
の言葉で非常に印象的であったのは「日本のような高価な機材がなくても、目の前にある限られた機材で
も工夫次第で様々なことができることを現地スタッフに示したい」という言葉。私の職業（教員）にも通
じる言葉であると深く感銘を受けた。
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視察先別報告　東ティモール
【技術協力プロジェクト／青年海外協力隊】
東ティモール国立大学工学部能力向上支援プロジェクト
概要
独立に伴う混乱により教育の質が著しく低下したのを背景に、国内唯一の国立大学の工学部機械
工学科で管理運営体制強化を目指し、2011年より実施している技術協力プロジェクト。施設や機
材を用いた授業は十分になされておらず、緊急無償により導入された実習機材も効果的に活用出
来ていない状況を改善するため、青年海外協力隊には、実習を授業に取り入れ、学生への指導を
より効果的なものにすることが期待されている。

 01  大浦　正人  プロジェクトの説明の中で「いつも集合時間が守られず、時にはドタキャンもある。しかもそれを悪いこ
とだと思っておらず翌日は普通に挨拶される。」という事実を知りました。国の最高学府でそのような状況
である事に驚きました。支援する日本人は、その現実を受け止め、諦めず目標に向かって努力していました。
キャンパスの学生に話し掛けると嬉しそうに応じてくれます。工業機械に貼ってある使用方法を必死にメ
モを取っている学生や、片隅の机で一生懸命勉強している学生の姿を見て、やる気には差があるようですが、
この国の明るい未来を感じる事が出来ました。このように学生が勉強出来るのも日本の支援があっての事
です。

 02  太田原　奈都乃  工学部は国造りを担う技術系人材育成のための重要な拠点だ。ここで河西隊員は、無償導入機材や施設な
どを活用した実習授業に初めて取り組み、生徒を前に確実な成果を出していた。河西隊員の任期終了後も
現地教官の下で持続していくための準備が必要になると思う。

     また、現状の大学運営体制に対する継続的なフォローが必要だ。教官の基礎能力の向上に加えて、学生の
学習達成度・卒業後進路状況等の把握を行っていくことで、東ティモール社会のニーズに応えた人材の育
成を行うことができるはずだ。

     さらに教育現場における国際協力では、教官間の目標達成に対する温度差や時間に対する意識といった国
民性の相違が特に大きな壁となっていることを知って驚いた。

 03  川辺　絵梨  大学に限ったことではないが、東ティモールでは何かを学ぶ前に言語の問題が発生する。教科書はポルト
ガル語だが、教員はインドネシア語やテトゥン語で授業を行う。また、工学などの専門分野では英語が用
いられている。このような状況下にも拘らず、専門知識を身に付けるため学ぶ学生たちには、質の高い教
育が受けられるよう支援すべきだと思った。大学ではODAのシンボルマークやJICAのシールが貼られた機
材をたくさん目にしたが、以前は倉庫にしまわれており活用されていなかったそうだ。現在は、河西隊員
が実習で使用しているとのこと。このように、物を供与するだけでなく、それを効果的に活用するための
フォローの必要性を目の当たりにした。そして、ここで学んだ学生が、東ティモールの発展に役立つ人材
となってくれることを切に願う。

 04  木村　みゆき  風間チーフアドバイザーの長年の功績と情熱、自分の人生をかけたと言っても過言ではないプロジェクト
から国際協力の現場に体を張る日本人を見ました。河西啓至隊員も自主性を促す実習指導の工夫や情報の
共有の仕組みなどに尽力されている様子でした。日本が誇る工学分野が東ティモールの基礎的な教育の質
や言語問題や制度に阻まれ、教育の向上や高度な技術を有する人材の輩出になかなか結びついていない現
状も見受けられました。国造りには初等教育の充実から始め、教育の更なる強化が必須であると考えます。

 05  後藤　恵美  日本の大学での研究・教育経験を活かし、専門家として10年以上も同校の発展にご尽力されている風間先
生にお会いすることができ、「働くこと」「生きること」について深く考えさせられた。定年退職後に、自
分が現役時代に培った知識や経験を必要とする国のために働く……私自身の人生の目標を見つけられた気
がする。また、そのような第二の人生の生き方があることを、ぜひ多くの人たちに知ってほしいと心から
思った。教育改革には長い年月がかかるものである。長期的な視点を持って今後もこのプロジェクトを継
続させて欲しいと願っている。
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 06  塩澄　志麻  「東ティモールの教授に分数の計算を教えたこともあります」と話してくれた風間教授。東ティモール国立
大学工学部の教授は、30代から50代までで、過去に充分な教育を受けてきていないことが多い。大学には、
日本の機器が多く入っており、JICAのロゴを多く目にすることができた。しかし、その機器は日本でいう
工業高校レベルのもの。それでも、そこにある機材で、東ティモールの教授に効果的な活用方法を伝えて
いる。さらに、学生への指導をより効果的にするため、JICA技術協力プロジェクトと青年海外協力隊が連
携している。ここはまさに、日本のチーム援助だと思った。

 07  武田　義久  敷地内には、1999年の独立に伴う混乱によって破壊された校舎が生々しく残っていた。人材育成・能力向
上が重点課題の一つとして位置づけられている東ティモール国内状況において、高度技術者の育成は、必
要課題の一つである。大きな研修施設の中には、緊急無償資金協力や前プロジェクトで供与したJICAマー
クの付いた機材が多く設置されていたが、有効活用されていないように感じた。また、集中講義や現場見学、
環境整備等で教育環境は改善されつつあるが、教官の基礎能力アップと、取得学位や勤続年数で待遇が決
定し、定期的に評価されない中、如何にしてモチベーションを維持していくかが課題である。また、公用
語はポルトガル語、テトゥン語、実用語はインドネシア語や英語が混在する中で、言語政策も大きな課題
であると感じた。そして、風間専門家の自分の人生をかけて、多くの国で、使命感をもって国際協力に貢
献されている姿勢に感銘を受けた。

 08  田中　香織  先方に盛大に出迎えていただき、2006年から続く当プロジェクトへの期待と信頼を実感した。東ティモー
ルの教育は、植民地化及び独立により最も影響を受けた分野だと言える。教員となる東ティモール人の教
育レベルの問題や、頻繁に変更される公用語がもたらす現場の混乱には衝撃を受けた。しかし大学独特の
雰囲気は日本と同じで、学生たちが真剣なまなざしで研究に励む姿や、友達と楽しそうにおしゃべりする
姿を見ることができ安心した。ただ産業が未発展であるため、工学分野を学んだ学生たちが専門性を活か
す仕事を手に入れることはなかなか難しいそうだ。工学が日本の発展を支えてきたように、彼らが東ティ
モールの成長に寄与できるような機会を創出する社会環境の整備が重要な課題だと感じた。

 09  藤島　誠人  このプロジェクトは、専門家と青年海外協力隊の両方が関わる案件である。東ティモール国立大学は、東
ティモールで唯一の公的高等教育機関であり、無くてはならない機関である。以前東ティモールは、紛争
により教育機関施設を含む物的インフラが７割以上を破壊された。また、インドネシアとの独立に伴いイ
ンドネシアから教えに来ていた教員の多くが自国に帰還してしまい、教育の質が著しく低下することになっ
たとも言われている。現在は、ほとんど使われていなかった機材も教室に設置し、なるべく使うようにし
ていた。教員の質については年齢によって様々であるように感じた。教員は30代から50代で、その内40代
から50代の教員は充分な教育を受けられかった現状がある。しかし、少しずつ教員の基礎的能力が向上し、
教員の質は改善傾向にあるようだ。

 10  藤岡　裕巳  山口大学や岐阜大学との提携があることに驚いた。身近な所で東ティモールとの関わりがあることを嬉し
く感じた。大学の雰囲気は非常に良く、多くの場所で学生が集い、勉強や会話を楽しんでいた。１人の学
生が私に英語で話しかけ自己紹介などをしてくれた。英語を勉強中だと嬉しそうに話しており、学生の積
極性を感じた。大学の授業はほとんどがテトゥン語で行われている。工業系の職業に就いた時に携わる言
葉は英語なので、授業を英語で実施することもあるが、実際のところ英語での授業はごくわずか。しかし
ながら、英語が話せる学生が少しずつ増えてきたようである。また、大学の敷地内にソーラーパネル建設

（太陽光プロジェクト）を行っていた。現在250kw＋7.5kw発電しており（2014年10月から発電開始）、
そのほとんどが大学で使用するという。大学の広い敷地を使った効率的なプロジェクトだと感じた。
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視察先別報告　東ティモール
【青年海外協力隊】
コンピュータ技術隊員活動現場視察
概要
テクノロジー・工業技術専門学校IT学科では、学科長を含め６名のIT教員が学生の指導を行ってお
り、ICT技術が日々発展する中、新たな知識の習得と技術力の向上が必要とされている。しかし配
属先の予算の制約もあり、具体的な対策が講じられていない。そこで青年海外協力隊には、学生
や教員に対する技術指導、指導内容の計画立案など、幅広い分野で同校の技術向上を図ることが
期待されている。

 01  大浦　正人  自分の後任を望まず、支援を受けることに慣れないように配慮する青年海外協力隊の塩田さんに強い信念
を感じました。時間を守らないことを、ドラスティックに変えられなくても、言葉に頼らず、諦めず、態
度で示し、時間を守るように少しずつ少しずつ現状を変えていく。日本人の支援の在り方を強烈に感じま
した。塩田隊員には派手さは有りません。言葉に力強さのようなものは感じられませんが、笑みを絶やさず、
学生の学力が少しでも向上するように、自分の支援期限の2015年６月末で終わらせるためにその間の活動
をイメージし、坦々と、するべき事を精一杯しています。大きくなくても、確実に東ティモールの人達が
国際社会で生きていく為の大切な物を残せると思います。

 02  太田原　奈都乃  教室内では自ら発言し、真剣な表情で机に向かい、すれ違うと爽やかに挨拶する生徒。彼らはのびのびと
学校生活を過ごしていた。衝撃的だったのは、多くの本が並ぶ図書館が閉鎖されていたことだ。ポルトガ
ル語の本が全てであり、学校で使われる教科書も公用語に従ってポルトガル語だが、理解する生徒・教官
が少ないため使用されていない。知識や興味関心の「宝庫」である場所が有効に活用されていない現状は
残念だ。生徒が利用可能な形に改善するべく策は無いだろうかと考えたい。また塩田隊員は、テスト返却
時の意識改革など日々の地道な働きかけによって周囲を少しずつ活動に巻き込んでいた。他ドナーとの連
携のあり方も問題となっていたが、「変化」が伝わりやすい子どもの教育現場だからこそ慎重に進めるべき
だと思う。

 03  川辺　絵梨  「自分の後任は求めない」と話してくださった塩田隊員。支援に頼らず、支援が終わった後も持続できるよ
うにという思いを基に活動されている。まさに日本型の国際協力“自助努力支援”である。上から目線で
指導するだけでは、持続性は確保できない。なぜそれが必要なのかを丁寧に説明し、必要性を理解しても
らえれば、自ら改善点を見出すことができるようになる。しかし理解してもらうためには、相互理解・信
頼関係が不可欠である。塩田隊員は「現地の言語や文化を理解するため、任期中はホームステイをして現
地にどっぷりつかる」とのこと。また、現地に合わせるだけでなく、日本人ならではの勤勉さを体現して
おり、その姿勢は現地の教員や学生に良い影響を与えているようだ。

 04  木村　みゆき  時間も先生の勤務形態も日本と比較すればルーズ。授業は１コマが45分×４コマ＝２時間40分。多くの生
徒の数学のレベルは小１～小２レベル相当で、九九は計算ができるが暗記を完璧にできていない生徒が多
く、引き算は指を使う生徒もいる。そんな環境の中でも塩田哲平隊員が推し進めた事はネットワークの授
業でした。ここでは教える人がいなかったため、１年間だけは授業を行うことにし、２年目以降は、シラ
バス（学習計画）を作る事を始めました。なぜなら隊員が任期を終えてもずっと続くものである事が大切
だからだそうです。現状を嘆くのではなく今できる事の中で一生懸命考える。相当な準備を行い、自らの
姿勢を持って示すところに「日本の若者なかなかやるじゃないか」と感動し、日本を支える人材として大
きく期待します。
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 05  後藤　恵美  学内に図書館があるものの蔵書は全てポルトガル語→ポルトガル語が分からない生徒たちは図書館を利用
しない→生徒たちが利用しないから図書館は施錠されたまま……学内を案内してくださった塩田隊員から
その話をお聞きした時、東ティモールという国の抱える課題の複雑さを改めて実感した。世代によって話
してきた言葉・受けてきた教育が異なるという事実の中で次の教育をどう考えるか…。複雑な思いを抱き
ながら学内を見学させて頂いたが、厳しい現実の中でも真剣にそして楽しそうに学ぶ生徒たちの様子を見
ることができ、ホッとした。未来を担う子どもたちの教育には今後も引き続き積極的な支援をお願いした
い。

 06  塩澄　志麻  「目標は、私がいなくなったあとも続くこと」そう話してくれた塩田隊員。

     この専門学校は、先生が授業に来なくて急に休校になることもある。１人の先生が続けて３時間授業を行
うのは普通。授業を行ったとしても暗記だけの授業が行われていた。

     その現状の中、常に尊重し合いながら東ティモールの先生に指導方法やテストを行う意義を伝えている。
生徒の進路指導も行えるよう、これからデータをとることに。「支援に頼るから後任は要請しない」と語る
塩田隊員。その限られた時間で、ミッションを果たそうと懸命に頑張っている姿に感動した。

 07  武田　義久  学習環境の整備、教員のスキルアップ、生徒の学力・スキル向上、進学先・就職先の把握と拡充など、目
標達成のために多くの活動が必要である中、さわやかな表情で現在の状況を説明してくれた塩田隊員。し
かし現状は、基礎教育のレベルが低く、高校１年生、２年生に対し、小学校１年生から２年生程度の足し
算や引き算などの授業を実施しなければならない。また、隊員の活動が終了した後の、自立発展性を考慮
しながら活動計画を立て、行動する事の大切さを痛感した。そして、ポルトガルの本や機器の提供、勉強
会の提供、教師の派遣といった日本政府支援の内容に加え、校舎の全改修、実習機器の提供、教師派遣な
ど他国ドナーの過剰な支援体制を含めて、長期的なビジョンから見ると、日本の支援の在り方を再度検討
する必要性があると感じた。

 08  田中　香織  教室には大勢の学生が勉強に励み、教師が不在であったクラスでも生徒同士で教え合う姿を目にし、学ぶ
意欲の高さを感じた。しかし１コマ３時間という長すぎる授業時間や、中には生活に余裕のない家庭で暮
らしている生徒がいるにも関わらず、制服が曜日ごとに３パターンも変わる制服など非効率としか考えら
れない制度が継続されている点には大変驚いた。塩田隊員はそのような疑問だらけな環境において、変え
られない制度には執着せずに、変えられる課題に淡々と取り組まれている姿が印象的であった。「自分が
去った後でも継続していく仕組みを作るためには、意義を根気強く説明し先方に必要性を理解してもらう
ことが重要」と話されており、押しつけではなく真に寄り添った活動をされていると感動した。

 09  藤島　誠人  このプロジェクトは、学校の６学科の中のIT学科について実施しており、IT学科教員の教育の質の向上を目
指している。IT学科の学生は約100人で教員は６人いる。毎年、この学生の中からポルトガルへ研修に行く
者がおり、技術を学ぶ機会を持たせることが良い刺激になっている。また、印象に残っているのは、自分
の夢について考えることができない、という協力隊の言葉である。東ティモールでは、職業が少なく、両
親の職業も明確ではない。そのため、子どもたちが夢へのイメージがなく、自分の夢を考えることができ
ていないそうだ。だから、ここで活動する塩田隊員は夢について考えさせる時間を作ったり、学校がポル
トガルなどへの研修をさせたりして職業をイメージできるようにしている。

 10  藤岡　裕巳  日本の工業高校のようなイメージの学校であった。６つの学科がある。2014年から新カリキュラムが導入
されたため、１年生と２・３年生では１コマで行う授業時間が違うことに驚いた。また、２日に１回制服
が変わるようで、生徒たちは３着の制服を持っているという日本にはない風習であった。私たちが視察し
た時、アクセスの授業を展開されていた。私は商業高校の教員であるが、アクセスを授業で展開したこと
がないので非常に新鮮であった。東ティモールの生徒たちの頑張りが伝わった。非常に印象に残ったのは、
塩田隊員が述べた言葉だ。生徒たちはどんな夢を語りますか？という問いに対して、「夢がないわけじゃあ
りませんが、仕事が少なくて職業についてのイメージがつかないようで、○○になりたいなどといったこ
とはあまり話しません」と答えたこと。思い描いていた答えとのギャップに驚きを隠せないと同時に、夢
をみるイメージが湧かない現実を変えたいと感じた。
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視察先別報告　東ティモール
【無償資金協力】
ディリ港改修計画
概要
ディリ港は、首都ディリに位置する東ティモール唯一の国際港湾であり、生活物資の85％を輸入
に依存する同国にとって重要な物流の拠点となっている。しかし、老朽化や塩害によって埠頭桟
橋の床板の陥没や梁の破損が生じているため、大型船舶の同時碇泊が１隻に限られるとともに荷
役の効率や安全性が低下し、本来の機能が果たせない状況にあった。この状況を改善するために
実施された、港湾改修工事プロジェクト。

 01  大浦　正人  無償資金協力において、最もイメージしやすいODAではないかと思います。視察前は、わずか９億2200
万の資金でどれ程の港湾整備が出来たのか疑問でした。びっくりしたのは、わずかそれだけの資金で、こ
の港全体の殆どを修繕整備した事です。現在運輸通信省港湾局では、大西専門家の他にドイツ人が港湾ア
ドバイザーとして技術協力しています。ドイツ人アドバイザーは組織作りについての支援をしているそう
です。現時点で港湾における支援は日本とドイツが行っているという事です。今後新しい港が整備される
話を聞きました。政府と民間のコラボレーションで行われるようです。残念ながら日本の関わりは無いだ
ろうと思われます。それでも、これまでに急激に物流を発達させることができたのは間違いなくこの事業
のおかげだと思います。

 02  太田原　奈都乃  ディリ港改修計画は、一般の人には見えにくい。だが実は東ティモールの国全体、人々の生活根底を大き
く支えているものだ。老朽化や塩害によって破損した桟橋・梁の改修は、一隻だった大型船舶の同時碇泊
が三隻まで入港可能になり、より安全で効率的にした。国内唯一のディリ港に対するメンテナンスフォロー
とその成果に、私は感銘を受けた。三日間の視察の中で出会った様々な現地の人々の日々の生活が、この
物資輸送から始まるのだと思うと、ディリ港の無償資金協力の成果の大きさを改めて感じた。そしてここで、
国際協力において何かを新しくつくることとその後状況をより良く保つことが同じ位、困難であり、重要
なことであるのだと学んだ。

     また空のコンテナが出港していく様子には、生活物資の85％を輸入に依存する一方、輸出品目が少ないと
いう現実を目の当たりにした。

 03  川辺　絵梨  無償資金協力により改修されたディリ港は、東ティモールの経済発展に大いに役立っていると説明してく
ださった港湾アドバイザーの大西専門家。また、港湾局の局長からも、日本の支援に対する感謝の意を表
するお話を伺うことができた。しかし、日本の協力により改修されたことを、一般市民は知らないようだ。
一般の方が気軽に入れる場所ではないので仕方がないのだが、生活物資の多くを輸入に頼っていることを
思うと、知っていて欲しいと思った。ちょうどコンテナを船積みしている現場を見ることができたが、輸
入過多で空のコンテナを戻すことが多い現状。今後のさらなる発展により、荷物のたくさん詰まったコン
テナが、ディリ港から世界に運ばれることを期待する。

 04  木村　みゆき  自給しているものがほとんどなく輸入に頼っている現状において堤防が改修されて物流が栄え、GDPは右
肩上がりになった東ティモールの経済発展に欠かせない事業でした。協力期間が終了した後もメンテナン
スを行っているケースです。大西専門家（港湾アドバイザー/本邦所属、国交省）の人柄とその技術の高さ
は国際協力の最前線の現場で貢献する日本人としてとても誇らしく思いました。補修が必要な堤防が見て
とれた事、新しい港の建設に日本のODAが参画していないことは残念に思いました。
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 05  後藤　恵美  ディリ港湾を案内してくださった大西専門家の大きな声と笑顔が今も私の頭から離れない。「自分の知識や
経験を必要としてくれる国があれば喜んで行く」、「このプロジェクトの話を聞いた時に俺がやらなくて誰
がやる、と思った。」、「人々の生活の役に立てているという誇り」明るくポジティブな言葉の裏には、どれ
ほどのご苦労があったのだろうと推測しながら、完了したプロジェクトの成果を見させていただいた。効
率的で活気に溢れるディリ港湾を見て回り、現地従業員の方々が笑顔で大西専門家に語りかける様子を見
て、このプロジェクトが東ティモールの方々にとって大きな意味を持っていることを実感することができ
た。

 06  塩澄　志麻  これぞ、ODA。目に見えるインフラ整備を行い、東ティモールの経済活動に寄与している取り組みだ。

     このディリ港は、生活物資の85％を輸入に頼る東ティモールのまさに心臓とも言える場所だ。ディリ港は
もともとあったが、老朽化していた。それを、日本の技術と資金で改修した。事業が終わった後も、「港に
都市的要素を入れたらどうか」と現地スタッフにアドバイスを行っている。港を改修し終わっても日本の
国際協力は終わらない。ここまで、ODAがアフターフォローを行っていたことに驚いた。

 07  武田　義久  生活物資の85％を輸入に依存している東ティモールにとって、ディリ港は物流の重要なポイントとなって
いる。運輸通信省港湾局局長が、日本政府に対しての感謝の意を表明され、大西専門家との信頼関係を感
じた。また、港では、コンテナの荷揚げ作業を目のあたりにしたが、その光景は、日本では考えられない
状況であった。そこで、荷揚げ作業をしているコンテナは送り返されるときには中身が空であることを聞き、
輸出市場拡大が課題であると感じた。しかし、埠頭そして日本政府からの無償資金協力で整備されたディ
リ港により、大幅に輸出入量が増大した。間違いなく日本の目に見えるインフラ支援が東ティモールの国
民の生活に、そして経済発展を支える要因として大きく影響し、支えているということを肌で感じた。

 08  田中　香織  間近でコンテナを船に積みこむ様子を見学させていただき、スケールの大きさを実感できた。特に設備が
まだまだ原始的であるため、コンテナが手動で吊りあげられ船体や港にガンガンと物凄い音を立てながら
衝突する姿には唖然とした。せっかく作り上げたものだからこそ、長く使うためには現地の方々が自分た
ちで丁寧に扱っていくことが大切だと実感した。しかし現地職員の方は横浜での研修を経験されていたた
め、ディリ港にはまだまだ整備が必要だという点を理解しており、いつかは日本の港のようにしたいとい
う熱い思いを持って働いていたのが印象的であった。現地での指導だけでは、その場所しか経験したこと
のない人々によりよい姿をイメージさせるのはなかなか難しいため、日本での研修は大変有効ではないか
と感じた。

 09  藤島　誠人  この案件は、もうすでに終了しており、その後の動向を視察した。ディリ港は、東ティモール唯一の国際
港湾であり、生活物資を85％輸入している東ティモールにとって大きな役割をもつ。この港では、日本の
技術の高さを感じた。それは、以前まであった港のところと日本が改修したところを比べると歴然とした
差が出ていた。綺麗さはもちろんのこと、積荷作業の時の安全性を考えた造りになっていた。また、課題
もたくさん存在していた。その１つとして東ティモールは、ほとんどを輸入に頼っているが自国から輸出
できる物がほとんどないことだ。だから、このディリ湾に入ってくるコンテナはすべて中身が入った状態
だが、送り返す際のコンテナの中身は空っぽである。今後、輸出品を確立していくことがディリ港の活性
化にも繋がると感じた。

 10  藤岡　裕巳  東ティモールと外をつなぐディリ港。ここがなかったらこの国の今の生活は存在しないと感じた。輸入が
主で生活の基盤となる物資のほとんどがこの港から発信されていることを知った。しかし、主な輸出品は
コーヒーだけということで少し淋しい気がする。せっかく国際港という受け皿があるのに、物資を受け入
れるだけではなく、国の産業物として発信できる何かを作らないともったいない気がした。大量に物を輸
送するのには船は有効な手段だと考える。他にも例えば、観光に力を入れた取り組みを行い、物ではなく
人の輸送場としてディリ港が活躍できるのではないかと少し感じた。船の近くに行き、荷物を積む現場を
見させて頂いた。重いコンテナを機械で数名のスタッフにより船に積んでいる姿を見ることができた。こ
ういった光景は日本でも普段見ることができないため、よい経験となった。
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JICAは、日本の市民の皆様をはじめ、NGO、企業、大学、自治体などの協力のもと、開発途上国での幅広い活動 を行っ
ています。国内においても、全国15カ所の拠点をおき、地域の特性を生かした、国際協力事業を展開しています。

JICAボランティア�▶
日本での技術や経験を生かして、開発途上国の経済・社会の発展に協力するボランティアを募り、現地へ派遣しています。

期間は原則２年（シニア海外ボランティアは１年または２年）で、20～39歳が対象の「青年海外協力隊」、40～69歳の「シ
ニア海外ボランティア」、中南米地域の日系人社会で活動する「日系社会青年ボランティア」と「日系社会シニア・ボラン
ティア」、１年未満の短期ボランティアがあります。「青年海外協力隊」は事業開始以来、2007年に派遣者累計が３万人を
超え、2014年10月31日現在までに39,710名を88カ国に派遣してきました。

ボランティア派遣についての詳しい情報は　http://www.jica.go.jp/volunteer

草の根技術協力�▶
日本のNGOや大学、地方自治体、公益法人などが持つ経験や技術を生かして、JICAと共同で開発途上国での協力活動を

行う事業です。地方自治体と行う「地域提案型」、開発途上国での活動経験が少ないNGOなどを支援しつつ行う「草の根
協力支援型」、豊富な経験を持つNGOなどと連携する「草の根パートナー型」があります。活動期間は３年以内で、原則
JICAの在外事務所がある国を対象にしています。人々の生活改善を目指し、コミュニティ・草の根レベルでの人を介した
技術協力活動を展開しています。

世界の人びとのためのJICA基金�▶
JICAでは、国際協力に関心のある市民や法人・団体からの寄附金を受け付けています。いただいた寄附金は、開発途上

国の人々の貧困削減、医療や教育の提供、環境問題の解決などに取り組む、主にNGO/NPOの活動支援にあてられます。
また、アフリカ地域への支援には「JICA基金（アフリカ支援）」も設けています。このほか、アフリカ地域の医療向上に顕
著な貢献をされた方を表彰する「野口英世アフリカ賞基金」への寄附も受け付けています。JICAでは、皆様からお寄せい
ただいた寄附金を、皆様の想いとともに途上国の人々に届けています。

JICA基金については、フリーコール0800-100-5931まで。または詳しい情報は　http://www.kifu.jica.go.jp/

「世界の笑顔のために」プログラム�▶
開発途上国で活動する青年海外協力隊などのJICAボランティアから寄せられる、現地で必要とされている教育、福祉、

スポーツ、文化に関連する物品を日本国内で募集し、JICAボランティアを通して世界各地へ届けています。2003年に開始
し、毎年１万点以上の物品を約50カ国の国々に届けています。
「世界の笑顔のために」についての詳しい情報は　http://www.jica.go.jp/partner/smile/

開発教育支援�▶
JICAでは、世界の現状や開発途上国が抱える課題への理解を深めるため、日本全国の学校の先生や市民の皆様を対象に

「開発教育（国際理解教育）支援事業」を実施しています。学校などへ青年海外協力隊OB・OG、海外からの技術研修員、
JICA職員などを派遣する｢国際協力出前講座｣、JICAの国内センターを訪問する「JICA施設訪問」、教師の皆様に開発途上
国での国際協力の現場を視察していただく「教師海外研修」、国際理解教育・開発教育の実践方法をお伝えする「開発教育
指導者研修」、中高生を対象とした「JICA国際協力エッセイコンテスト」、グローバル教育を実践する際に活用できる作品
を募集する「グローバル教育コンクール」などのプログラムを実施しています。

JICA市民参加協力事業紹介
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大学との連携�▶
大学は日本の知の集積場所として国際協力全般にわたる理論面、実証面での知見を持っています。こういったアカデミズ

ムを中・長期的に取り込んで、国際協力の質を向上させるために、JICAは大学との連携促進に取り組んでいます。また、
大学との連携を推進することにより、国際協力人材の育成・国民の国際協力への理解を促進し、オールジャパンとしての国
際協力への取り組みをさらに強化していこうと考えています。

大学との連携についての詳しい情報は　http://www.jica.go.jp/partner/college/

民間企業との連携�▶
近年、経済のグローバル化や企業活動の変化に伴い、開発途上国の経済社会開発における民間企業の役割がますます増大

しています。JICAでは、途上国で民間企業が活動しやすくなるよう周辺のインフラや関連法制度の整備、産業人材育成な
どやPPPインフラ*１を支援するほか、企業の社会貢献（CSR）活動やBOPビジネス*２などとの連携・協働を通じて、開発途
上国・民間企業・ODAのそれぞれがメリットを得られるよう、日本の民間企業とのパートナーシップを強化していきます。
*1　 PPPインフラ：本来公共部門が提供していたサービスやインフラ整備などのうち、一部を民間が実施するもの。PPPはPublic Private 

Partnership（官民パートナーシップ）の略

*2　 BOPビジネス：世界に40億人いるとも言われる貧困層を対象としたビジネス。BOPはBase of the Pyramidsの略

民間企業との連携についての詳しい情報は　http://www.jica.go.jp/priv_partner/

ODAの形態とJICA�▶

JICA市民参加協力事業紹介

政府開発援助
（ODA）

二国間援助

技術協力

無償資金協力

有償資金協力

多国間援助
市民参加協力

国際緊急援助

ＪＩＣＡ

贈与

政府貸付
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ODA�▶
Official Development Assistance（政府開発援助）の略。

政府または政府の実施機関によって開発途上国または国際
機関に供与されるもので、開発途上国の経済・社会の発展
や福祉の向上に役立つために行う資金・技術提供による協
力のこと。
URL

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/

技術協力プロジェクト（技プロ）�▶
協力計画を相手国と共同で作り、日本と途上国の知識・

経験・技術を活かして問題を解決していく取り組み。「専門
家の派遣」「研修員の受入れ」「機材の供与」を組み合わせ、
プロジェクトとして一定期間に実施。
URL

http://www.jica.go.jp/project/

青年海外協力隊（協力隊、JOCV）�▶
開発途上国からの要請（ニーズ）に基づき、それに見合っ

た技術・知識・経験を持ち、「開発途上国の人々のために生
かしたい」と望む方を募集し（応募時に20～39歳）、選考、
訓練を経て現地に派遣する、JICAボランティア事業の一つ。
URL

http://www.jica.go.jp/volunteer/index.html

シニア海外ボランティア（SV）�▶
開発途上国からの要請（ニーズ）に基づき、それに見合っ

た技術・知識・経験を持ち、「開発途上国の人々のために生
かしたい」と望む方を募集し（応募時に40～69歳）、選考、
訓練を経て現地に派遣する、JICAボランティア事業の一つ。
URL

http://www.jica.go.jp/volunteer/application/senior/

草の根技術協力事業　（草の根）�▶
日本のNGO、大学、地方自治体、及び公益法人の団体等

がこれまでに培ってきた経験や技術を活かして企画した、
途上国への協力活動をJICAが支援し、共同で実施する事業。
URL

http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/index.html

資金協力�▶
無償： 被援助国に対し返済の義務を課さない資金協力のこ

と。病院や橋の建設等の社会・経済の基盤づくりや、
教育、エイズ、子どもの健康、環境など、将来にか
かわる協力を行っている。JICAが実施するものと、

「草の根・人間の安全保障無償資金協力」のように、
外交政策の遂行上外務省が実施するものとに分かれ
る。

URL
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/
index.html

有償： 通常「円借款」と呼ばれる政府直接借款（返済を前
提とした資金援助）のこと。飛行場や橋梁、電力・
ガス、運輸、通信などの経済社会基盤の整備、保健
衛生などの協力を行っている。

URL
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/finance_co/
index.html

用語･略語リスト
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●JICA北海道
　（札幌）……………北海道（道央・道北・道南）	 http://www.jica.go.jp/sapporo/index.html	 TEL：011-866-8333
　（帯広）……………北海道（道東）	 http://www.jica.go.jp/obihiro/index.html	 TEL：0155-35-1210
●JICA東北…………青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	 http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html	 TEL：022-223-5151
●JICA二本松………福島県		 http://www.jica.go.jp/nihonmatsu/index.html	TEL：0243-24-3200
●JICA筑波…………茨城県	 http://www.jica.go.jp/tsukuba/index.html	 TEL：029-838-1111
●JICA東京…………栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県	 http://www.jica.go.jp/tokyo/index.html	 TEL：03-3485-7051
●JICA地球ひろば…栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、山梨県	 http://www.jica.go.jp/hiroba/index.html	 TEL：03-3269-2911
●JICA横浜…………神奈川県	 http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html	 TEL：045-663-3251
●JICA駒ヶ根………長野県	 http://www.jica.go.jp/komagane/index.html	 TEL：0265-82-6151
●JICA北陸…………富山県、石川県、福井県		 http://www.jica.go.jp/hokuriku/index.html	 TEL：076-233-5931
●JICA中部…………静岡県、岐阜県、愛知県、三重	 http://www.jica.go.jp/chubu/index.html	 TEL：052-533-0220
（なごや地球ひろば）	 http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
●JICA関西…………滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県		 http://www.jica.go.jp/kansai/index.html	 TEL：078-261-0341
●JICA中国…………鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	 http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html	 TEL：082-421-6300
●JICA四国…………徳島県、香川県、愛媛県、高知県	 http://www.jica.go.jp/shikoku/index.html	 TEL：087-821-8824
●JICA九州…………福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県	 http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html	 TEL：093-671-6311
●JICA沖縄…………沖縄県	 http://www.jica.go.jp/okinawa/index.html	 TEL：098-876-6000

●JICA北海道
　（札幌）……………北海道（道央・道北・道南）	 http://www.jica.go.jp/sapporo/index.html	 TEL：011-866-8333
　（帯広）……………北海道（道東）	 http://www.jica.go.jp/obihiro/index.html	 TEL：0155-35-1210
●JICA東北…………青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	 http://www.jica.go.jp/tohoku/index.html	 TEL：022-223-5151
●JICA二本松………福島県	 http://www.jica.go.jp/nihonmatsu/index.html	TEL：0243-24-3200
●JICA筑波…………茨城県、栃木県	 http://www.jica.go.jp/tsukuba/index.html	 TEL：029-838-1111
●JICA東京…………群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県	 http://www.jica.go.jp/tokyo/index.html	 TEL：03-3485-7051
●JICA地球ひろば	 http://www.jica.go.jp/hiroba/index.html	 TEL：03-3269-2911
●JICA横浜…………神奈川県、山梨県	 http://www.jica.go.jp/yokohama/index.html	 TEL：045-663-3251
●JICA駒ヶ根………長野県	 http://www.jica.go.jp/komagane/index.html	 TEL：0265-82-6151
●JICA北陸…………富山県、石川県、福井県	 http://www.jica.go.jp/hokuriku/index.html	 TEL：076-233-5931
●JICA中部…………静岡県、岐阜県、愛知県、三重県	 http://www.jica.go.jp/chubu/index.html	 TEL：052-533-0220
（なごや地球ひろば）	 http://www.jica.go.jp/nagoya-hiroba/index.html
●JICA関西…………滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県	 http://www.jica.go.jp/kansai/index.html	 TEL：078-261-0341
●JICA中国…………鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	 http://www.jica.go.jp/chugoku/index.html	 TEL：082-421-6300
●JICA四国…………徳島県、香川県、愛媛県、高知県	 http://www.jica.go.jp/shikoku/index.html	 TEL：087-821-8824
●JICA九州…………福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県	 http://www.jica.go.jp/kyushu/index.html	 TEL：093-671-6311
●JICA沖縄…………沖縄県	 http://www.jica.go.jp/okinawa/index.html	 TEL：098-876-6000

国際協力レポーター事業はJICA地球ひろばが所管しています。http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/reporter/index.html
本事業について詳しく知りたい、レポーターの話を聞いてみたいという場合には、JICA広報室地球ひろば推進課（03-3269-9022）までお問い合わせください。

JICA国内拠点一覧▶▶
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Ethiopia

East Timor

http://www.jica.go.jp/hiroba/menu/reporter/index.html
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日本人の知らない
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